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例會兼研究會
11時場所——每:水曜午後7時から學會で 

會 

m
我——無料。

書—Marta

常設講習會
・初等科

一 J1は祁合により休刁ます3
・中等科（隨昨入會可）

日時ーー旨週金哦午後7-9時

塢所——學會事伤所階上 .・

講師——小坂狷二先生 ^

會賣一每月切錢:前納）

用書---- Andersen, Fabeloj II.
I以上すべて用書は學會にめります）

か京市牛込は新小川町3の15財團法人日本エスペラント學會

—月會話練習會
H時一ー1月19日（第三土曜）午後正7時 \ 

場所ーー丸ノ內鉞道クラフ.（永樂町電停= 
より南へ折れ口沽ト社橋手より右折せ\ 

あ所） ĉ
話者ーー「□本古代文化ミ城愉」成田重郞： 

氏 會費ーー九綫 2
（こむ・T:も御出席歡迎致します） Ĵ

一月遠
II11$——!月27 口午前10峙に（雨天ならj 

2 月:〕［1） I
集合場所ーー新宿騒前（三越支店前） ĉ
遠足場所は目下未定ですが一里餘位の; 

歩行距離夕方歸京 i
會費ーー汽車賃4（）-50錢位 ?

辨富——各自書金を持參dれむし -

足會

2
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新裝なれる我が學會

コ

Nova Ejo de Nia lnstituto



1929 年
多難なりし先驅者

a Lingvo Internacia, de Doktoro Espcnmto" 
の發表せられア：1887坏よリエスペラントも 

愈々52の齡を迎へる事になった。希至ミ焦 

虜を以てザメンホフがU Ho, mia kor', ne 
batu maltrankvi Ie/*ミ歌ったその日より、萬 

國エスゝラント大會の回も重りち事二十.阈 

際的な運動組樹い"確立L、月刊雜誌も數 

百む以て數へられ、ラヂオに各種國際大會に 

決定的な地位な獲得したミ厲云へ.二の50年 

に餘る生存Ĥ决して波髀な海上に追風な受け 

て走る船の如くではなかったのでちみ。近代 

的國家がやうやく施立した時代に生也享けて 

帝園主義的戰爭が鎬む削る時代の生長は國際 

的嫉視ご偏見にさもすればその生な奪任れや 

うざしたのであった。しかもその荊棘の道を 

踏み破って今日の成果も得た所以（4百の種 

子が失けれ千の種子が失はれつ、も・闇の中 

に輝く綠の星ん唯一の目的にして心に深く希 

望也たゆむニざなく新しい種子な蒔き又蒔い 

了:同志の献身的努力の賜物でおつ7:。1929年 

の新春を迎へるに當って本年の我々の連動は 

ぎの樣な新しい進展振りも見せるでめらうか 

も展望すみに先立ってザメンホフ始め遂に今 

Hの隆昌も見すに世も去ってしまった多くの 

無名の種皓人に心からなち敬意を表さす'には 

居られないのである。

1928年の 顧回

昨耶は卒直に云へば寧ろ沈默の年であっ 

讥。總てが整理せられ.好事のみむ追ひ歩く 

髓狂兒L 一通りの滿足も得て・吾々の;車動は 

迪面目に買實に大衆の間に沈潛して行った年 

であった。歐洲に於て仕世界衣戰の傷痍もや

うやく癒へて商業堺經濟界も次第に國際的交 

通が頻繁さなり、しかも心の傷手は今尙全然 

拭ひ去られず國際的偏見は薄ぎつ、もなほ國 

內の復活ミ/結に先づ心を傾けて居た年でお 

った。從って完き國際協調の寳が擧げられち 

よりもー國の立直しに急であった.然ちに國 

境隹超尢て總ての個人に話しかけあラゲオの 

一層の敎達仁座り乍らにして彼等を歐洲全土 

に心な用ひさしたのである。

1928年のラヂオ界
旣に昨年本誌6月號に報道した如く歐洲に 

於ては一週の中一日さしてヲチ才のエス.ペラ 

ソト放送な聞かない日（［なかったのでめち。 

或【［講習或は講演或は時報等・放送所によっ

の展望
ては每日のエスベラント放送な缺かした事の 

ない所もあった。!927年5月12 H佛蘭西の 

Lausanneで開かれた國際ヲヂ亦聯盟に於て 

參加せる各放送所は必ずエスペラントの講習 

その他極力斯語を用ひみ樣申合はせたが.昨 

年2月での同聯盟委員會に於て（1、現狀にお 

っては總ての參加放送所にこれも强制すち事 

の困難な事が唱へられ.同じく 5月31日の委 

員會に於て（工、エスペラント放送に各放送所 

の〔I由に任せI.C.K・（國際エスベラント運 

動中央委員會）さ連絡な取み專が決議せられ 

化。總ての放送所にエスペラント放送む强ひ 

ら事“勿論早計でめって、各口の自由に任せ 

ち方が時宜に叶った事であらう、しかも實際 

の要求は放送所むしてエスベうソト放送もぜ 

しめずに仁置がむいのでわら。例へば十月中 

旬の調査に於て.每口放送なする獨逸の 

Leipzig （Dresden放送所に中繼）及びエーゴ 

ースラウ"イアのI j ubij ana- Laibach兩放送所 

ね始めミして、Moskva, Kiev, Minsk CB）% 
Langenberg, Stuttgart, Breslaŭ, Konigberg, 
Frankfurt （獨）,Berii, Geneve, Zurich （瑞 

西人Madrid （西班牙）ヽWien （換太利）、 

Paris （佛）、Brussel（白）ヽ 0310 （諾威）等々 

の飲送所M一週間に一回若しくは二回定期的 

にエスペラントの放送^>11;のであち。此趨 

勢は本年に於て一府助長せられるでちらう。

全世界エスペント運動統計
ー體世界中にエスベランチストは何人居る 

でわらうか.ミはよく質問せられち事でわっ 

て或は何十萬ミ云ひ或は何百萬さ答へられて 

居る。けれミ・も正確な數の判然さなし得ない 

事はH本中で英語が出來るのは何人居るかさ 

云ふ類ミ同じでめって此は如何なる方法を以 

てするも判み筈はないのでわる。が大體の工 

スペランチストの數も知る目的で一昨年來獨 

逸エスペラント學會々頭 Dietterle博士が各 

國エスペラント會宛に調査も依賴した結果に 

よおミ.局志の散布地は約1〇〇ヶ國7,000市 

町村に及び總數任126,508人さ云ふ數が現は 

れて居み。此（［餘りに少いざ云ふ事で毀表む 

可成りに躊は社られて居沢樣であり、又單に 

我國一國だけに於てもエスベラントの辭書の 

賣上げから計算すれば离に餘るエスベランチ 

ストあり芒の類推I»出來％い事はないのでめ 

ろが.我々が關心すべき同志の實力は決して 

數の問迈ではなくて質の間題である。何人の
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局志がpor la bono de T homaroの爲に綠の戰 

士ざして陳頭に立って居るか.二れに對して 

この統計1776のエスペラント會に

41.751人の組織せられた戰士の數を擧げて居 

ら〇まだまだお互にEamideano在》以て呼ぴ 

合ふ者の數は少い。けれごも我々の實力は何 

等の理想を持たない數十萬の烏合の衆の力な 

必耍芒しないのでおる。今後此の數がミ・れだ 

けの實數も持ち得るか!ビの様な質の變化を 

もたらすか、我々の興昧おら未來であみさ兆 

に我々の將來の活動に總て任かvって居る。

北歐洲の活況
ザメンホフを生んだのけ北歐の波闕の地で 

あった。そ二からfiSgしてエスペラント任一 

擧にして獨逸、佛蘭西に成艮い二觀がちつ了:。 

それが二、數年來殊に昨年に最©活氣ある未 

來な示したのは再び二の北歐の地でわつ7:。 

昨年の瑞典・エストニア方面に於けるエスベ

ラント運動の盛況（よ、近隣のフィンランドの 

永く塑らない根强いエスペラントの地位さ、 

露两亞に於けら新興の意氣さ相俟って益々北 

歐に於ける今後の力强い連動を豫想させる。

各種の國際大
昨年中エスペラントに就いて討論の行はれ 

む各極の國際大會も決して少くむかった。例 

へば.7 JJ 9日一14 []ストックホノレムに於けち 

國際連愉勞働者會議.9月1H-6日ブ夂ベス

トの國際速記大會.或（エカトリック敎國際人 

會、輕生運動萬國同盟大會.國際學牛•聯盟誓。 

併し特に注意すべきは、8月17 U—2G0和曲 

のFerdeで開催された蔑國靑年大會で、此の 

會議に當っては唯一の通譯語さしてエスペラ

ントを用ひたのであった。本年に於ても四月 

復活祭に際して獨逸のフランクフルト•アム・ 

マイソに開催せられろ筈になって居る同市見 

本市事務所主催の旅行及び廣告に關する阈際 

會議に於ては會議用語も各國語及びエスペラ

ントさし唯一の通譯語はエスペラントざする 

事に决定せられて居ろ。今後の各秫闻際會議 

に於て英.獨.佛語等を飜譯語ざすみ代りに 

エスペラントのみを以て之に當てろ槎iニなら 

のけ自然の傾向でわらう。

新國際語Novial-
國際語の試みはDescarteやしeibnizの昔 

から考へられて居り現在迄の數百の試みは空 

しく硏究者の國際語表の中にその名稱だけ;ffi 

められて居るのである〇その中にあってエス 

ベラントのみが實際的な貫用の國際語さして 

決定的な地歩を占めて居ちのは決して偶然の 

力ではないのであみ。生半可む語學者がIdo 
語の理論的憤値も云々した峙代もあった。そ 

の!do も昨年ご於て唯一の理論的支持苦 

Jespergcn敎授を失って遂に名實共に消诚の 

運命にああのでめる〇 Je^persenはIdo語を 
放棄して國際新語Nbhilな提案 い:。け・ 

ごもその文法に於て、akcentoの複雜さ、男 

中女性を採用Lた點、一运不變の品詞語尾を 

放棄し目的格を示す語尾添加1な向由にし'/:點 

等彼の云ふ如く 一層「白然的二な形を採つ讥で 

おらうが.我々別種の自然な有すろ者にさつ 

て"實用の上から云って全く綠なき衆生で外 

み〇實にしiverpool大學敎授Collinosonの 

云ふ如く、如何に理論的に構成されても生命 

なき言語任生存I得ないのである。

ヘロルド誌の大

西に「ヘロルド」あり束に「センナチリーロ」 

ありで、兩者はエスペラント界唯二の週刊雜 

誌てめるが、前者の「へ口ノレド」仕u Esperanto 
Triumfonta時代から約10年幾多の困難さ 

鬪って正に創刊以來第5〇〇號も迎へやうeし 

て居る。此壬共に人飛躍的發展をむして、編 

輯所印刷所なKoln市外の一寒村Horreiu 
より國際的都市Koln市に移した。內容も從 

來の4頁ー6頁の誌面花8頁一1〇頁に倍加し 

て.記事t從來のものに比すれば小說•音樂・ 

運動.科學等の讀物も埴加I揷繪を加へて堂 

々ア:み週刊雜誌になった。1〇頁过云っも一頁 

が四六倍判であるから本誌の40頁近くに相當 

し（勿論本誌の如きG號活字ベタ組みは世界無 

比）、然も週刊であらから今後の編輯さ經營 

の苦心は並大抵でないでわらう。

希望を新にして

前述ざあ如く昨年は整理ざ一層の飛躍の準 

備の年であった。一力エスペラント運動の涯 

れて居た土地の覺龊を促し、他方へ□ノレド誌 

や「國際エスペラジト博物馆」が全き準備を整 

へ終って新化な地歩を踏みださうeして居 

ろ。然し乍ら多難なの厲初期の先驅者のみで 

ない。吾々が最後の日を見る迄に（I尙幾多の 

難關な越えなければならないだめらう。吾々 

任希望を新にして1929年の陣頭に立たなけ 

ればならないd "Fine ni venkos n我々の胸 

底には强い碇信が燃えて居"

上記ヘ口ルド誌の新發展を祝すあ爲に同誌 

購讀希題者の便な計り1月越日締切过して第 

二回取次ぎをします。希望者"年額會費6迪 

25錢添へて至急お巾込下さい。
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內 地 報 皆1BJOAKのエス語放送
一昨冬JOAKで初めて試みたエス語講座 

の飲送はテキストー萬五干餘部も賣盡すの大 

盛況であったの・で客膿再ぴエス語講座放送の 

事に決定を見去る均月10日より29R迄廿日 

の間每晚6時半より30分間宛人井學氏も講帥 

さして放送也開始した。テキスト厲年末で新 

聞紙而の狹隘の仁め大新聞への廣告が期日に 

間にめ（Hないのでラヂオ敖送の事について世 

の間人々が十分未知であったにも拘らず今日 

迄I?初・板一萬部のテキストを亶り盡し再版三 

千部加印刷しア:の"喜ぱしい事であろ。若し 

あの大新聞への康告がうまく間にあってもれ 

ば二萬臺厲突破したものご思ふが殘念至極で 

おる。我々はJOAKがもつれ、ト時期を我 

々に與へられん二こも望んでやまない。猶 

JOAKの右講座を中繼放送した仙橐放送局 

（JOHK）の成緻任初めての試みにも拘らず 

同地同志の熱心むろ努力さ相俟って聽講者

二.三千ミ云ふ盛況であった事は實によろこ  

ばしい事でろ"（12月16日記）

東京學生エス聯盟 

の復活
1922年C大正11T:設立2れ讥東京學生エス 

ペラント聯盟（Esperanta Federacio de Tokiaj 
Studentoj） （X®々會合を报け花々しく活躍し 

てゐたが二.三年後にĝ殆んごfunkciiせず 

中絕の姿でめったがその中絕花おしむIの多 

く今冋多木・松本・大島.伊藤氏の發起にて 

復活すろ二ミになり、】2月1日午後2時より 

帘大山上御殿にて復活發會式を開い了:。先づ 

帝大伊藤氏開會の辭も述べ・議長に慶愿松本 

氏も推!Sし，一同拍手のうちに松本氏議長席 

に着く。先づ會長を西博士にお願ひする事も 

提議し直ちに賛成せられ西博士の御挨拶あ 

り。次に規約の改正につき協議す。

協議終って懇談に移り茶菓の饗慰めり。聯 

盟名稱を Tokia Studenta Ligo E.^perantista
東京學生エス人ランチスト聯盟さ改む。5時 

早稻田大島氏の閉會の辭めり散會ざす。會す

み者5J餘名、非常な盛會であつ仁。

◎一般學生エスベランチストで未だ聯盟に加

入して居られない方の加入も歡迎致します。

也（本鄕帝大営學部解剖學敎室內洒成甫氏宛）

◎1月早々第一冋例會も開く:ミになってゐ 

ますから多數學生の出席む希忽します。時日 

會場等仁礦定次第各學校選出委員宛に知らせ 

ます。©也月1日の會の時萬年簞ねお忘れに 

むった方は學會までお出で下さい。（改正規 

約下記の如し） :''•-

東京學生エス聯盟規約

一. 柬京學生エスペランチスト聯盟は學生工 

スベランチスbの親睦ね計り且・エスペラ 

ント事業の爲に応力するな以て目的ざす。

二. 會長“聯盟も統率し且之も代表す。

三. 本聯盟は東京及その近郊に於けろ學生工 

スベランチスト加會員さて。

四. 本聯盟の菠會員及加名各會壬關係めろ者 

は特別會員さす。

五. 各學生エスペラント會に夫々二名の聯盟

委員ね選出マ。 •

六. 總會を年一回、例會を年二回ざし會長之 

が當番學枚も指名してその任に當らしむ。

七. 會艮“必婴に應じて各會の聯盟委員を招 

集するこミも得。

加入學校エスペラント會（順序不同） 

帝大エスペラント會

委負（法・•……城戶崎益敏つ農・・・•・・・•細田文 

雄ゝs……吉川春壽.久米幸夫。乘・・•・・・- 

伊藤巳酉三）

早稻田大學エスペラント會・•・••・•（大鳥義夫） 

慶應人學エスペラント會

/三田:一松本淸彥、梅田泰治\
.........'四谷:一草刈邦彥・荻原孝徳丿 

法政人學エスベラント會.......... •未 定

中央大學エスペラント會

............................ :-<0此正明・上田照夫） 

日本巒大エスペラント會.... ••••（鹽見勝孝）.

日大警科エスベラント會......（同）

一高エスペヲント會........... （森本重武）

東京高枚エスペラント會

...................（丘直通.江上不二夫） 

成蹊高校エスペラント會.........（小此木）

浦高土スペラント會・・・・・・・・（入山寶、野上素一） 

明治藥專エスペヲント會.........（佐 藤）

帝@3女??エスペラント會

......... .. ... （關口淸江、和田みゆわ

亩 盲 學題主催Piknike^每月第三土曜 
果一廻日の會話會の外に.エス會話の上 

逹及會員間の親睦も計る爲に腿々Pikniketo 
を催す事になり、第一回む12月2日催いĜ 
午後零時半朿橋線・茨谷驛に集り九品佛まで 
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電電。それより徙歩にて浮眞寺に到り、更に 

一里歩いて等々力不動に詣る。ニの山風の畦 

を歩き喜悲剌な演じ汇。次に豪總寺に參詣し 

暫く休憩.後小田煉急行にて新宿へ歸へる。 

參加者20數名。

・第八回學费々琵強 任12月15ロ夜丸の內緻 

道クラブで開かれア：。當日はザメンホフ誕生 

Uに常りFesto de librojの日なので洋書を多 

數持參ĈT:〇遺憾ながら淸見陸郞氏は病氣の 

◎め出席社られず.徐宦を變更して多數の 

血p・istojにお話をお願ひしĴ;〇先づ淸水勝雄 

氏のSpritaなお話し振りには一同もして大 

笑せしめ、次に粟飯原氏の國際聯盟に關する 

お話しおり。更に松本淸彥氏.久保氏三宅 

嬢.成田氏の御挨拶があった。就中三宅孃の 

流暢なEstrantoは男アにし勝るこも劣ら 

ず.一同^して感嘆社しめた。その後書籍を 

賣り.總賣立高40阿に及んだ。又例の大空 

詩人のマンドリン獨奏あ非常な盛會でわ 

った。出席人員60名。盛大にザ惮上の誕生 

な祝するこさが出來た。

★エスクラビイダ•クルーボ消息12月8日. 

18時よリ御茶の水文化アパートメントにて例 

會な兼りて鈴木正夫氏夫妻歡迎會開催。本學 

生理學敎授橋田博士の科學者のミおべき態度 

二就いての有益なお話しがあった。なほ當 

便・慶應替學部の荻原氏の提議により來年二 

月上旬にエスペランチスト替學生の雄辯丿、會 

も開く二ざに決議し7:。

因に其主催者•ざしては慶應メゲチーナエス 

ペランタ・グルーポがこれにおち事にかつ讥。

12月15日。17時より目白文化村の西敎授邸 

にて.两夫人の御招待により懇親會あり。工 

スクラヒ・イタ・・クルー・より6名、帝國女子 

警專より5名、その他鈴木・城戶崎の兩氏し 

見龙了:。なほ當日はザメンホフ施士の誕生B 
なので.その银をまつつ7:。關口孃の女性に 

於けるエスペラソト運動のお話Lがあり、出 

席者が皆で二れに就いて語り合つ/:〇

★慶應醫學部エスペラント曲 12月の例會を 

替學部內三四會々館で6 口午後5時から開い 

た。望月.川上兩博上を始め會R8名集る。 

Paroletoや自由會話に花か咲かし明年度の運 

動について和談しT:〇1〇時閉會。

★麽應エスペラント會11月23日’6侍より大 

岡山の會長園先生宅に第三回談話會を開いた 

二の日會員中より來年卒業する五君全部出常 

し夕食を共にして如時散會。第四回找來學期 

に開事又平!]晝休みの初等講習、中等溝習（エ 

十一月一杯で取止めち。

★クララ倉 十二月十六H午後一時半より佐 

々城松榮氏宅に例會か開催した。猱羽悌子孃 

の開會の挨拶わりヱスペーロの合唱に始まり 

定例の如く佐々城先生のKrestomatioの講義 

及講話あり緻いて西村、安江、Alexander,關 

□、三宅諸孃の salutoj, dialogoj, kantado 等 
あり非常に愉快な集芬りであった。四時半散 

會。 ',ゝ$用"

〔寫诡說明〕左圖。新潟書大エス會、村杉温泉へ遠足の凉大橫田醫敎授の撮 

影にか、“向って左より、眞崎敎授.林・富田敎授・橫出敎授.松木、榊 

の諸氏。 右圖。昭和3年11J] 25 〇第3回北陸エス乂ラント大會.削列向 

って右より.池田（金注）・三人目駒見（富山）・米林（金澤）・小寺、ペナア 

ルス夫人.蓮沼夫人・大坪（以上高岡）.第二列吉川.吉本・四人目淸水. 

桝野、左端荒木の談氏（以上金澤）、後列右上り四人目竹林氏（金律）
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[二臥よ 口月17日宇都宮高等牋科學校エス 
迂都呂會主催エス講演會“商品陳列听內 

て'開催し仁が■當Hは三百餘名の聽講者がわ 

り頗る盛會でめった講師は次の通り。

新文化の歸趨 東朝記者 椎橋 好

海外所感 東鉞技師濱部信一郞

蠶簇新ス字高農敎授様川次郞 

・舌の解放 ぬ 小坂狷二

餘興 字高農音樂部

★宇高监エス會主催のエス講習會は口月歸口 

から六F!問中央小學校で佐川、大沼兩氏指導 

のもさに関催い:が講習生30名であった。 

★1.2 Jj 8日宇都宮エス會創立.每月2冋研究 

會な開催する二ざに決定幹事に角野秀、佐川 

幸一兩氏が就任。尙高農エス會の盡力で同校 

校友會時報にエス様;が設けられ7:。

新潟加茂町; 12月15日ザ博士誕生の 

Sanktatagoも卜して加茂Ĥ 
ス、ペラントクラプで第一回大會を開催。會場 

仕大石克一氏宅・時刻（てエス語ラゲオ放送の 

都合上19時30分より開會。集も者□名。9名 

の缺席者あり、會長.會Aの流暢なるエス語 

挨拶があり、小坂先生のdisko及Espero kaj 
Tagiĝoのdiskoを聽いた。場內には手製の 

ボスターなご仕り.和氣15々の裡に散會い: 

の"23時でめった•第二回初等講習は大石克 

一氏.H未谷晴久氏の下に敎員養成所枝內に 

て近々開催の豫定。

吉拥I又々女學校での大成功。エス語講 
示習生70名。17月17日同志社に於て 

エス大展覽會が聞かれ大成功を收めたが、Ĥ 
ス講習の希望者を墓った所同女學部生徙70名 

に餘る多數の申込みわり、直ちに同大學部佐 

藤義雄氏指導の下に一同热心に講習ね續けて 

ゐる〇

★酋田・天香氏の京都一燈園、灯影小熟で。工 

ス講習會任顼想外にて,10日間加通じて3C餘 

名。第一次の會期が了ってからL引績ĝ每水 

曜□I二紹講してゐたが御大典月に入って小ら 

忙しく 先打切ち事にい:。朝のお勤めが濟 

んで導師の天香さんが皆の方な向いてBonan 
matenonミ挨拶されたに（I 一局而喰った〇 

（雜誌「光」より）

弓 M 10月28 □衣戶畑市小澤見の受樂寺 
尸/W で戶灿詩人聯盟の主催で藝術講演 

會が催され「エスベラントミ文藝」さいふ越で 

高野氏通譯C中西氏がエス語演說なされ了:。 

盂一ヨヱスペラソト新開展覽徳島縣立 
倔 島 光慶圖書飽では歐来及H本國內の 

新聞紙555程を蒐集し、11月2；Wより26日ま 

で同館內に陳列し.御大典紀念事業第三部さ 

して世界新聞展覽會も開い讥。徳島エス會で 

（I Heroldo de Esperantoの最新號む寄贈し 

uつ•會員川廉隆ハ氏より參考品さして、m 
Revuo de la Internacia Medicino の最新號 

の出品わり、特に坂本館長の好意によろ詳細 

な說明も付して特別席に陳列せられおので、 

エス語の實用價値も外诫語新聞ミ對照Cて多 

大の宣傳的効果も擧げた。三口問に約豈千人 

の參觀者があつ7:。

二M犬津商業エス部主催、犬津エス會 
K潭後援にて11月□日大津商峯學枚に 

於て第一回エス展覽會を催し了:。（寫眞案照）, 

入場者300名.Ilji 20 H商業出虫の熱心な石 

同志圍田敏男氏逝去せらる。大津エス會にて 

は每週二回ハ町通り長安寺で集會な開く。會 

員25名。

皿右 天理外國語學校にて講習も開催。 
兰_收 第一回は40人.第二冋30人でめ 

6：。

★御大典紀念第二回特別集會耳.口月28 口京 

大樂友會縮で開かれた。餉回に出席されなか 

った方々も出席され・非常に愉快でめった。 

Popolkantojの獨唱もおった。

★第三回（I12 ）] 5 [] w小坂氏のレコードも 

l）・ro Nakanoが持って來られ一同耳な傾け 

<5〇話に身が入り23時になって散會。
★三高エス語部 機関誌しibero第2:號發行か 

（エス文丿希望の方（!下記まで2錢切手5枚対 

入御申込を。京都市第三窩等辱校エスペラン 

ト部。猶H本文を主ざし化Folioな每月二 

回位出す標目下計割中。

里ĥ當地エス會主催にて講習會な開い 
黑にし1:〇會員6名。皆熱心で內一名収 

尋常五年の小學生でわつア:。猶引續き每金曜 

日高木岩太郞氏方で硏究な續けろ二芒になっ 

Ĵ：〇又希望社の誌友會でじ研究會を設けろ筈 

講帥は高木氏。

3「渣遞信局內にてエス語研究會な開く 

3〇名。森原圭三氏指導せら;5。

F 唁 九大犬鳥№±11天草の臨海實驗所 
霞也 訪問の歸途三菱造船所にて建造中 

なりしn・郵船會社淺間丸の進ノk式へ列席の 

爲め二十九日來崎せられた。博士の歡迎會か 



同夕午後六昨より市內本古川町の袋稿の牡逓 

就にて催し盛會裡に十時半散會い:。出席者 

淺田、植田.迫.高原、帆足、富松.辻・浦 

田.藤氐・山田.大熊.山口兄弟.芳野.柴 

出・山田の諸氏。福江の同志野田文二氏］111 
jjnn當地の御大禮奉祝の見物も兼n. s俱 

樂部あ來訪せられた。迫.大神、帆足、山佐 

の諾氏ご愉快に會談。十三日に歸福ぜらみ。 

★高商の同志山田.藤原・柴田氏の御盡力に 

依り高商學生約15名は11月27 ロより每週二回 

高原氏邸にて高脫氏指導の下に初等講習な開 

始した。更に12月10F!より當地朿邦電力株式 

會社男女會貝45名^同會社內にて高原氏の下 

に初等開催せらる、こさに決定せり。

★11月20日午後六時より髙原憲氏邸にて晚餐 

會を催す。出席者19名。"コ

壬^ 11月为日第三回北陸エス大會も金 
掘一更 谭商工會議斫で開く。富山、高岡. 

金澤の六エス會27名の同志が13睫半より一堂 

に集り别記の如くブログラ一モな進ませた後 

ウ・エナブルス夫人の激勵の辭に績いて、この 

春歐洲留學の族から歸られた高岡高商敎授小 

寺氏の滯歐二ケ年間各地に於て得られた有益 

なエス語に關マろ髓驗談ざ多數のEsperant- 
aĵojが多大の興味を與へた。17時頃より金谷 

館でani iki ĝa vespermanĝoな》なし、それより 

市內散步ねして富山、高岡の同志も見送り. 

Espero在》歌ひつ、別れた。

Programo.池田善政氏開會の辭、更京よ 

り伊藤、岩田兩氏・奈貞より加藤宣道氏の）况 

電朗證.各エス會代表挨拶一金澤エス會桝 

野氏・高岡エス會大坏氏、富山乘專エス會駒 

見氏.金澤一中エス會竹林氏.四离エス會淸 

水氏.金澤工業エス會荒木氏（すべてエス語 

にて）。尙金澤一中辯論部の吉本氏は评運動 

についての所感をエス語で堂々ミやってのけ 

喝采を博した。第四回大會找高岡市ご內定。 

福井市より都合の爲參加者無かったのは遗憾 

であった〇

un廿日群馬エス研究會成立した 

主さして前橋市の由利氏のお骨折

りで現在會員41名:Jなった。市立圖書館にて 

每週土5219時より2時間初等講習を開いてゐ 

ろ。會員の過半は商業耶校生徒で正月には盛 

大な講演會も催す豫定。（前橋市神明町32由 

利方）

奉天エスペラント會（魯大解剖學 

敎室內）昨秋開かれお講習會に盛 

群馬

奉天

會誉に終了。當口月より安部淺吉氏指導の下 

に附境譬院內に於て看護婦及菜養手養成所生 

徙に初等講習會を開き盛會裡に終了。去み11 
月28日に新入會貝の歡迎茶話會も開き、新入 

會員22名出席す。尙一部は引緻^安部氏の下 

に中等科に入り一部は新學期も迎へろさ同時 

に中等科を開催す。12filoHザ博士の誕生記 

念當口には醫大職員食堂に茶話會を開き、當 

大學職H又市內新聞記者を招待してエス話に 

關する意見な伺った。

需邙 ザメンホフ博士誕生記念祭12« 
翌円 叮日午後7時10分より天聲社內綠 

の室にてザ博士記念祭執行。集る同志肯少 

年.少女40人。9時數會甚た•盛會な極め了二

長野縣城科郡坂小學校にてエス語を

同校にては大蟹敏男氏の盡力にによりエス 

語誕生五十年記念（1878年機會ミして）より 

數へて補習科生に隨意科ごして課す为事にな 

り、20名の參加者があった。

第二回東京都下醫學生エス語

雄辯大會豫吿

昨年6月16日柬犬聲學部內で開かれた第一 

回 人會の効果 に鑑刁・大いにエス語の雄辯を 

練磨すみ目的で今度更に第二回を僅す二さに 

なった。豫定次の通り。

來み月上旬（午後）

所 

參加者

四谷慶應兽學部內

「東大醫學部エスクラビーダ•クル

ーおコL千葉 大フォリアー ロ •

ルー・」「大森女警專ミネ★パ• ロ

ンド」「摩應習學部エス語會」

準備者 愛應醤摩部エス語會

★藥業時報ーー第2於號（1月2 B發行）第 

四回束京藥學エスベランチスト懇話伊の記事 

★化學工業時報ーー第一卷第六號（的月2〇U 
發行）

「日本の化舉若ミエスベラント語」理研の工 

ス文の論文について記裁せり。

「日本の化學者ビエスベラント」京人喜多硏 

炎室櫻田エ學土に就き。

★束鬼H報一匕月口日ラr *•エス講座に 

つき。



エスペラント初等講義

〔第一講〕

Plezuro kaj Sportoj （娛樂ビスポーツ）

legi 證書する skermi restoracio 料理屋

promeni 逍遙する lukti 力闘する karto カルタ

viziti 訪問する pafi 射擊する sako 將棋

inter-paroli 話あふ glitkuri スケートなする bilardo 玉突

ludi 遊ぶ skii スキーなする basbalo 野球

(lanci 细み festeno 宴會 glavo
migri 遍歴すち balo 舞踊會 pafarko
rajdi 騎行する ・ klubo 俱樂部 sago
remi 漕ぐ kunteno 會合 muziko 音樂

(amuzi f pentri (ŝati f pro la b0110 de
)plaĉi 
l armi 1 desegni 1 plaĉi エ lunu al la alia

(1) Jja homoj ŝatas gajecon, malŝatas 
la enuon・ Por pasigi la tempon, ili serĉas 
plezurojn kaj amuzojn. Kiel do oni 
amuziĝas ? ,

CD 一艦人間は陽氣でわる二さも 

好んで退屈もきらひます〇時を潰す爲 

に快樂や娛樂も求めます。で（I一度ご 

んむにして樂しむでせうか?

〔說明】★凡そ人間むみtのけ~ミ云ふ風に或種族却一般的に云ひ表す時には冠詞を附けま 

す。しっこも名詞は單數、複數ĥちらでも宜しいの 'です。★ ŝati（1好き嫌ひないふのです。同 

じく氣に入るさいふ意味で 小厨 ミいふ字がありますが之任全くその用ひ方が違ひます。「私 

“彼が氣に入った」さいふのを譯すざsatiも使へ【T Mi ŝatas lin.ですがplaĉiな使ふさLi 
placas al mi.ざなります。卽Ŝatiでは好く人が主語ですがplaĉiで（よ好かれる人が主語にな 

るのです。Al mi plaĉas muziko.は私は音樂が好きだ。かういふ風な用法は他にも澤山めりま 

すのでio plaĉas al iu （或る事が或人に氣に入めご一般的の形式で說期されてゐます。★ serĉi 
（X serei （笑談を云ふ）さ間違へり樣御用心。上手な人でもごっち代ったか迷ってごまかしてし 

まふ事がちります。abc順に並べてNe serĉu Ŝercon.（駄じやれむさがすな）。さ覺へア：らい、 

でせう〇 ★ amuzi （樂しませ めは前のplaĉiミ同じ樣にio amuzas iunさ用ひます。則しa 
muziko amuzis nin.は音樂が吾々を樂しませ九〇同じ意味で「吾々は音樂を樂しんだ」を譯してみ

ます。樂しむさはamuziĝi又（j sin amuzi （己れを集しまぜみ）'です。故にNi amuziĝas muzi
kon. 壬直繹し度いのですがamuziĝi ・では直接 〜nなさる二ミが出來ずper, de, pro等の前

置詞をそれぞれに應じて用ひます。こ二で（I Ni amuziĝis per la muziko.さ譯します〇

(2 ) U nuj legas librojn, Ĵurnalojn kaj 
gazetojn; aliaj promenas en bonodora 
ĝardeno, aŭ admiras pensindajn 
Pejzaĝojn.

（2）或人は本や新間雜誌な讀むで 

せう〇又或人は香高い花園を逍遙した 

り〇繪の樣な風景花賞するでせう。

〔說明1）★unuj —, aliaj ~は澤山のものがあろこきに一方は〜，他方は〜ざ擧げち場合に 

用ひます。若しこれが二っきりの時で云ふ時はunu alia—ミむります。★bonSdorコはよい

香りので眞の感覺によいのですが.舌によいざきに肚bongusta,耳によいざき厲 belsona,冃に 

よいざきにはbelaでせう。★pentドindaに描く償値のあるから繪の様なざいふ意味になりま 

す。英語式にpitreskaさいふ字も用ひられますが公用語で厲ありません。pentriざdesegniの 

區別さ云ふこpentriは彩色を施す二シdesegniはたヾ筆や鉛筆でかく二さむ云ひま亍。

(3 ) La sinjorinoj emas precipe inter
paroli kaj danci・ Tial ili vizitas unu al 
la alia, aranĝas festenojn kaj balojn.

（3）奥さん達は主にお話しもした 

り踊った可したがります。ですからお 

互に訪問し扬ったり、宴會や舞踊會を 
催します。
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［説明〕★emasは接尾字em （傾向む表す〕む動詞化しM ので~する傾向がわ“ ~し勝 

でめろざでも譯し inklinasご同じです〇 ★ unu al la aliaお互に（エal在・略してunu la alian 
さしてもよい。★festeno （お祝、お祭）festoさ區別してハッキリ覺へておかないま迷ひます。 

Festenu en festentago （祝日に宴會せよ〉さ覺へたらざうでせう〇

(4) La sinjoroj preferas la ludojn 
per kartoj, sako aŭ bilardo; ili vizitas 
klubojn, kunvenojn kaj restoracioj n.

（4）殿方連は寧ろカルタや將棋・ 

玉突を擇びます。そして俱樂部や會合 

料理屋へ行きます。

〔說明】★ Preferiはpli ami, Ŝati Cより好む）pli voli （より欲する）怠昧でして普通の形は 

Mi preferas kafon ol teon.（コーヒーより紅茶の方がよい）之を詳しく書き變へれば Mi pli 
ŝatas kafon ol mi ŝatas teon.です〇こ、ではpreferiだけですがol aliajが略されてゐみさ 

見みべ呂です。★カノレタミ"將棋也すみ、玉を突く等は皆加也冷使って!udi kartojn, sakon, 
bilardonさいひますが樂器:な奏すみも!udi （violonon）,役を演ずみも!udi （rolon）む使ひま

す。

(5 ) La moviĝemaj junuloj migras, 
rajdas, remas, skermas, luktas kaj pafas 
aŭ ludas basbalon, pilkon・ En vintro ili 
glitkuras sur glata glacio, aŭ skias sur 
nego.

（5）活動的な靑年は徒歩旅行・騎 

馬・ポート漕.眠劎、相撲や射繫. 

又は野球や球戯尊します。冬になる过 

滑かな氷の上も迂ったり.雲の上でス 

キーをします。

〔說明〕★moviは動かすです〇 moviĝiは動く、moviĝema （I動きたがる卽ちぢっざしてお 

られない意になりませう。★山川pilkonさは蹴球,籠球,ホッケー等p：lko （球）を中心::した 

遊戲を總、稱したのです。

(6 ) La knaboj volonte ludas " solda* 
tq]n.*? Armitaj per lignaj glavoj, pafarko 
kaj sagoj ili brave atakas la kontraŭan 
partion. 哎需

（6）子供達は喜んで兵隊ごっこむ 

して遊びます。木劎ミか弓矢で武裝し 

て勇ましく相手の仲間を攻繫します。

〔說明;）★ volonte （喜んで）は始めのうちはよくヾoli（欲すみ）ミ未來分詞の〇过から成って 

ゐろものざ思って辭書も引かずに一生懸命頭腦な絞り（cerbumi）ますがニれは1語根です。 

そんな事を云へぱkaj等は、jで複數.aで形容詞.さてk过は?さいふ風になります。「逆 

は必ずしI眞ならず」□に終る字必ずしし複數ならず」です。たヾ複數にする時にはjをつけ 

みミいふのです。この樣な例は他にも色々めりますから御用心Fさい。★anniはi。armas 
iunで武裝させみ。armitaは武裝させられナ:で、何故此處は形容詞にしてわみかは 曲鼻吨 

armitajのestanteが略されてゐるのです〇 anniは必ずしし戦爭に限ったこミ“ないの、'ザメ 

ンホフもNenio armis min kontraŭ malriĉeco.（貧に處して何の備へ・ない）ミいふ面白い使ひ 

力をしてゐます。kontraŭa partio對立してゐる蕉派、相手の黨。Seijuu-Partioのkontraŭa 
partio は ^finsei-Partio ミいふわけです。勞働!RII Laborista Partio,無産黨U： Proletaria 

Partioさでも譯すべきでせう。

(7) Tamen ankaŭ granda plezuro 
<6tas klopodi pri la afero; kiu celas bonon 
de V homaro, kiel Esperanto.

C7）然し又エスペラントの榛に人 

類の福祉も目的さすろ仕事に努力する 

こきも大いなも愉快で卸ります。

〔說明〕★二の文の主語任klopodiさいふ勤詞のinfinitivoです。★ celiは|j的过す“目 

當ミする、照標さする。★bono （!善.幸福.利益。pro la bono de ~は~〔の福趾の:爲に 

さいふ一種の慣用語です 〇 Ni propagandas Esperanton pro Ja bono de 1'homaro•（吾々に人類

の幸福利益の爲にエスベラントむ宣傳する）。
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エスペラント中等講義
OMBRO

【B・PRUS]

Kiam Ia briloj de V sun：^ cst- 
i ngi ĝas sur la ĉielo, de 1'tero 
leviĝas la krepusko・ しa krepusko 
一!a granda nokta armeo de milo) 
da nevideblaj taĉmentoj kaj mili
onoj da batalistoj・ Potenca armeo, 
kiu cle nememoreblaj tempoj ba
talas kontraŭ la mondo, forkuras 
ĉi u matene, venkas ĉi u vespere, 
regas de la subiro ĝis la levĝio 
de P suno kaj tage, rompita, 
ka«as sin en nestoj kaj atendas.

一t譯】影、太陽の光が天上に消尢失せろ 

ミ.地上から黄昏の帷が上り始める。黃昏。 

それは目に見2ぬ幾千の分遣隊ミ幾百萬の戰 

士から成る夜の大軍勢宛らでお"世界な相 

手に大昔から戰ひ緻けて來た有力な軍勢は朝 

が來み每に退却し、タが來ち每に勝利を告げ 

て日沒から口出までを支配する。そして日中 

“打挫かれて巢の屮に身をかくし、身構へも 

してゐる。

【註］estingiĝi消もる〇 sur la ĉieloさ云 

ったの(し 日沒後天上に映龙み口の光までが 

消も失せて終ふざ云ふ氣持を表し化しの・普 

通「天上・空に」はen la Ĉieloミすろ場合が 

多し、〇 09、 Alaŭdoj kantis nevideblaj en la 
lazura ĉielo, leviĝi 上ろ。krepusk〇 薄暮、黄 

昏。arrneo 隊。nevidebla見る事の出來な 

い。taĉmento 分遣隊。miloj da, milionoj da 
幾千 喪百萬き數 知れぬ。de nememoreblaj 
tempoj記憶まれ得ね時から、大昔から。for
kuri 透げ去る〇 venki勝利〇 rompita〜estante 
rompita, kaŝi sin 身なか くす〇

Gi atendas en la montaj pro- 
fundajoj kaj en la keloj de F urboj, 
en la arbaraj densaĵoj kuj eu la 
lagoj mallumaj. Gi atendas kat
alite sin en la eternaj kavernoj 
de F tero, en la minejoj, en la 
kavoj, en la anguloj de P domoj.
【譯】それに(軍勢:山々の深みや.町々の 

穴藏や.森の繁みや仄喑い湖で待ち構之てゐ

ろ。それは又地中の永遠の洞穴に.鑛山に. 

凹所に、家々の隅ウに身をかくして待ち構さ 
てゐる。 ; r .. :J*

【註】 ĝi ^arrneo, profundejo 深い所 〇 kela 
穴藏c densaĵo 繁み〇 eterna kaverno 永久に 

塞るこさの無い洞穴。min街〇鐵山。kavo落 

达んだ所。angulo隅。

Dispelita kaj sajne forestanta, 
gi t amen plenigas ĉiujn kasejoj n. 
Gi estas en ĉiu fendo de F ĉelo 
de V arboj, en la faldoj de V lioma 
vesto, ĝi kasas sin sub la plej 
malgranda sablero, kroĉiĝas al la 
plej maldika aranea fadeno kaj 
atendas. Timigita en unn loko, 
ĝi tnj transiras en alian, uzante 
ian ajn okazon por reveni tien, 
de kie oni forpelis ĝin, por sur
rampi neokupatan postenon kaj 
superverŝi la teron・
【譯】而しそれ仕彼方此方へ追ひ散らされ 

て退くのであらう.ありさめら®お隱れ場所 

を充すc木の皮の破目々々にも.人の着物の 

裝の中にも身もひそめゝ又極めて小さな一粒 

の砂の下にI,身を隱し、此上ない細い蜘蛛の 

糸にも懸って■行:ち構へてゐみ。そむて或ち 

場所で威され爪、直ぐ他の場所へざ移って 

行く。而し機會さへちれば追ひ出された元の 

場所へミ立戻り、空いた位地へ1這上出て地 

上に注ぎかける。 '

【註】dis^pePita迫ひ散らされ了: 〇 forest'- 
anta 立ち去りつ、ある 〇 dispelita, forestanta 
は共に直接giを形容する。此種の語法は屢 

々用ひられますが、H本語に譯す場合には大 

低副詞の樣な役を務め.又實際上形容詞を用 

ひて1副詞を用ひても文法上正當でおる許り 

か意昧の上にも大差ないさ云ふ場合が往々お 

りますから、初學者の誤解も招き易い點です。 

次に例も擧げて御參考に供しませう。 ・

(1・ Muroj de mil jaroj dissaltis frakasitaj» 
f l 2. Muroj de uiii jaroj dissaltis frakasite.
(譯)千年の蹄壁は碎粉されて飛散った。

(1)の frakasitaj |C (X ektante frakautaj,又
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frakasitaj murojさ解すろ二つの見力がろ町 

ます。後の見方によ右さ「證社吐_堡が飛 

散しア:」さなリますが、孰れにしても、全體さ 

しての意味に人した相違は生じません。而し 

「形容詞は名詞を、副詞厲動詞・形容詞を形容 

する」ざ云ふ须則仁常に頭に置いてかゝられ 

ばなりません。「2）はdisfaltiの狀態を 

frakasiteを以て形容したざ考へて差支おりま 

せん。. 一

b （1.Li promenis sola.
I 2・ しi p omenis sole.

（1）UT彼は獨りで.（estante sola, sola li） 
散歩17:」。こ解す可きですが、OO （X “Li 
nur promenis ; Li promenis soleca."ざ 解 され 

みかも矩れません〇從って形容調を選ぶか副 

詞も選ぶかは、場合々々に應じて、意味を明 

確ならしめる方越ミみ樣にせりばなりませ 

ん〇 kasejo隱れ場所〇 fendo割目〇 «elo樹皮〇 

iaido 展〇 sabFero 砂粒〇 kroc iĝi 懸み 〇 araneo 
蜘蛛.fadeno絲。tim対ita嚇された、（dis
pelita ミ同じ用法）transiri移って行く。 

uzante ian ajn okazon如何んな機會でもめり 

さへすればそれも利用して。subrampi這上 

Z 〇 ne^kup^ta占領されてゐない〇 posteno 
持欽 supe^verai 注ぎかけみ、CaipcrverSi の 

主語がĝi=armeo=ombroでわるから、地上 

に注ぎかける・ごは「影を地上に投する」，总に 

なります）。

Kiam la suno estingiĝas, la 
armeo de krepuskoj en densaj 
taĉmentcj eliras cl siaj kasejoj, 
silenta kaj singardema. Gi plen
igas la koridorc）jn de la（lornoj, la 
vestiblojn kaj la malbone lumig
itajn stuparojn, ĝi forlasas sian 
postenon sub la srankoj kaj la 
t abioj, elrampas en la mezon de Ia 
ĉambroj kaj sidiĝas sur la kur
tenoj :tra la ventoliloj de la keloj 
kaj tra la fenestraj vitroj ĝi el
ŝovas sin en la stratojn, en surda 
silento ĝi atakas la murojn, la 
tcginentoju kaj atendante sur la 
pintcĵ, ĝi restas trankvila, ĝis 
okcidente paliĝos la ruĝaj nubetoj.
【譯】太陽が消之て終ふ芒、黄昏ご云ふ密 

集した分遣隊の軍勢が.靜々さ氣な配り乍ら 

隱紅家をぬけ出すのでめ乙。それは家々の廊 

下.玄關、照明の不充分な階段を一杯にする. 

それ（二又戶棚や卓の下の持場を離れて部屋々 

々の诡中まで這出し■窓掛の上にし座を占め 

ち。それは穴藏の通風黴や窓硝子を通って窗 

頭へ芒拔け出—竪者の樣な靜けさを守って 

壁.屋根も襲ひ、その頂に待ち構へて.西の 

方の赤い小雲の色が褪ごる頃迄じっさしても 

みのである。

fuj la armeo de krepuskoj 黄昏の軍勢. 

さは黄昏ミ名付くる軍勢さ云ふ程の意。sin» 
garcia）a 月J心深き〇 koridoro 廊下〇 vestiblo 
玄關。lunVig^ita照された。ŝtuparo階段。 

ŝranko 戶棚、ventolilo 通風機〇 cFŝovi sin 自 

らも拔け出させる。surda聾の、從ってsurda 
silento过は、「聲者が何も聞えない様に靜か 

に」pinto 頂上〇 okcidente gg に。paFiĝi 褪色 

する、靑白くなる〇 nubeto小雲。

Ankoraŭ unu ruomeuto kaj 
subite leviĝos grandegii uialluma 
eksplodo； kiu atingcs Ia ĉielon・ 
La bestaj kasos sin en la nestojn^ 
la homo fbrkurcs liejmen ;la vivo 
kiel la kreskajo sen akvo, kun
tiriĝos kaj komencos sekiĝi. La 
koloroj kaj formoj disfluos en 
neeston ;la timo, eraro kaj krimo 
ekregos la mondon.
【譯】 更に一瞬間經っさ、俄然巨大な暗黒 

の爆煙が立ち上って、それが天上に逹する。 

默は集の中へざ身な隱し・人（工家へ送げ歸っ 

て行く。生きさし生けみものは乾き切った草・ 

木の樣に縮まって乾燥し始める。色や形は四 

散してそのわざな止めない。恐怖・過失、霑 

惡が世界も領L始めみ。

【註】 ankoraŭ unu momento kaj マ副勸J 
旬の樣な役目な務め而L意味が非常に强めら 

れてゐます〇 malfuma暗い。eksplodo爆發〇 

eksplodoに（［爆發物、爆音、爆煙なごの意昧 

仕ありませんが、こ、では夜の帷が地上カ•ら 

天上に向って速かに立上って® く有槎を云っ 

たものですから假に爆煙さしておきました。 

forkuri走り去る。vivoも、本來は、生活、 

生命・生泪2云ふ意昧ですが.二、ではそ 

んな抽象的な意味でなく.「生きてゐるもの」 

ご云ふ意味に解すのが至當でぜう。kreskajo 
植物。sen akvo水氣のない〇 kui tiriĝi jft縮 

す"sekigi乾く。disdui四方に流れ散;5“ 
n&esto ftE0krimo 罪惡。（緬 く）
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文 法 講 話
、「［严・：- 〔其

1.學習の指針

國際語に對すろ人の考へは二っちる。

ーは商業や科學上などの實用を主目的ざす 

お考へ方,卽ち一種の國際的符牒さ見るので 

める。か、ろ考て・見れば國際語に任文學詩歌 

を必要さ 5い。基本文法々則以上のこさは 

すべて純論理の上に立脚すればよいので必ず 

しも多護によって習熟すみこざを要しむい。 

然しその代り言葉さしては幾分ぎごちなく, 

僅雅でなくなるのけ止むを得ない。

他i:國語ミ同樣に生きた言葉さ見み。生キ 

た言.葉である以上使用すろpopoloによって 

習慣が作られ,それに反すればtiklaに聞ニ 

无“從って文法以外に言葉も支配するもの 

は旣に生れたる文獻でわる。卽ち英語の文學 

がその語の生命ミむる。之に習熟するには多 

讀芒練習さによってその語になじまりばなら 

ない。然し其代り流麗温雅な苜葉たり得る。

Esperantoは元來第二の見力によって育ま 

れて來たものでめろ。勿論その根本の講成は 

頗る理論的でめる,然し乍ら四十年の間そ9 
使用者讥るEsperantistojによって'或は發裘 

前十年近くその創始者ザメンホフによって生 

きた言葉さLての生命なenspiriされて來た 

のでわろc根本むろ理論を緯こし,日常の使 

用も經ざして織りむされた錦芒し謂ふべき國 

際語でめみ〇

Esperantoの文な護み,話な聞くざきそ二 

にむつかしい生命が橫溢してゐるのが感じら 

れるのに反して,Idoや!nterlingua —派の 

語がきごちなく言語のombroたる猥かちみ 

のはニニに歸因する。Esperantoが榮も其 

他の晤が振任ない所以であみ。

依てEsperantoの學習には文法理論の攻究 

ミ，語法の實地活用の會得さが竝び行CXれな 

ければならない。且つエスベラントは旣に獨 

立の生命精神を有する一つの生きた言語であ 

ろ。その文法語法は他の國語のそれこに獨立 

してゐる。他の國語を直譯1たきてそれは眞 

のヱスペラントでけない。例へば英語のI 
10ok a bath.もそのま、Mi prenis banon ざ 

したのではキスベラントで仕ない。Mi min 
baniŜミ云はなければならない。

ザメンホフもエスベラント創案に當って最

初は理論を主さして失敗した二さも次の如く 

物語ってゐる:

La nesciado de la spirito de la lingvo etas 
la kaŭzo, kial kelkaj Esperantistoj, tre mal
multe legintaj en la lingvo Esperanto, skribas 
senerare, sed per multepeza, malagrabla stilo, 
dume la Esperantistoj pli spertaj skribas per 
stilo bona kaj tute egala、al kiu ajn nae*〇 ili 
apartenas. La spirito de la lingvo sendube 
kun la tempo multe, kvankam iom post iom 
kaj nerimarkite, ŝanĝiĝos; sed se Ia unu：＞j 
Esperantistoj, homoj de diversaj nacioj, ne 
renkontus en la lingvo tute difinitan funda
mentan spiriton, ĉiu komencus tiri en sian 
flankon kaj la lingvo restus eterne aŭ almenaŭ 
dum tre longa tempo, malgracia kuj senviva 
kolekto da vortoj.—Mi komencis tiam evitadi 
laŭvortajn tradukojn el tiu aŭ alia lingvo 
kaj penis rekta pensi en la lingvo neŭtrala. 
Poste mi rimarkis, ke la lingvo en miaj 
manoj ĉesas jam esti senfundamenta ombro 
de tiu aŭ alia lingvo, kun kiu mi havas Ja 
aferon en tiu aŭ alia minuto, kaj ricevas 
sian propran spinton, sian propran vivon, la 
propran difinitan kaj klare esprimitan fizion
omion, ne dependantan jam de iaj influoj. 
La parolo fluis jam mem, flekseble, gracie 
kaj tute libere, kiel la viva j）atra lingvo・

『エスペラント語で讀書なあまりLてゐな 

いエスベランチスト中には往々誤謬はないが 

靈くみしい不快な文骼を書く者があるの任此 

の語の精神む知らない事が氐因であみ。然る 

に經驗も積んだエスペランチスト（丄よし如何 

なる國民に屬して居ろうミ皆全く一樣な良い 

文體む書くのでおら。語の精神さ云ふものは 

時代ミ共に，勿論ほんの少しづ、人の目にっ 

かぬ程度にではあみが大に變化して® ＜ぺき 

は疑Iない。然し乍ら若し雜多な阈民から成 

って居た初期のエスベランチストがエスペラ 

ソト語中に存するすっかり確定されてゐみ基 

礎讥ろ精神にふれなかったなら各人"我田引 

水に陷W此の語（［永久に,或（二少：も長い間 

ごっこ・っした，生命のない語の羅列たるに止 

まったニミでありませう。ーー私は其の時・ 
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何か或ろ國語から直譯なすろこミを避けちょ 

うにいたしまし t：,そIて此の中立語エスベ 

ラントで直接物を考へるように努力ました。

そうしますざ私の手中の此の語（1tうその時 

々に引合に出した何か或ろ國語の朦朧たる影 

像で任なくなり,自己に固有な耦神，固有な 

生命，もう如何なる影響にも左右せられぬ固 

有な確然おみ,明瞭に表現されお象むそなへ 

あに至りましT:〇話しおのずご丁度生また母 

國語のように曲折自在に溫雅に自由自在に流 

みように出てまいりました。』

この事實に學習者の深甚な注意もうながし 

了:い。エスペラントの文法十六ヶ倏も學び單 

語を棒暗記しただけではヱスベラントを學ん 

ださけ云へない〇 Fundamentoにしてし十六 

ヶ條の Plena Gramatiko よりも Ekzercaro 
に本忙がわるミ云へみ。

又前述の如くエスベラント“固有の生命精 

神も有する一言語である以上，他の國語の文 

法に立脚してエスペラントの文法も說明する 

のはよZ）し < ない。此の玮から見て歐来人が 

書いたヱスペラント文法の多くは感心出來な 

い學習者を誤まるものもある。

こう訓:き來るざエスペラントの學習右中々 

容易ではないミ思へる。然り決してなまやさ 

しいものではない。・

文法家の仕事は自己の理論や説を立て，之 

を以てエスペラントを律するのではない。初

する勞む滅す學者が自から多くの文献な迷

ろように，自己旣得の知識經驗も組織立てゝ 

授け之な應用せしめ習熟を促進するにめる。

2.文法の根本

エスペラント捷徑p.12にも述べた如く工 

スベラントの單語は『本辭』（又は主辭）さ『助

辭』ざに區別され;Ŝ。本辭に關してはその『語 

尾』さ『語根』この硏究に分れおが,その中の

『語尾』に關聯する語法の研究さ助辭に關す 

去硏究さが薯通所謂『文法』（Gmnmtiko kaj
sintakso）でお“『語根』（所謂接頭,接尾学も 

含む）に関すみ研究は接頭接尾字に關するる

のな除いては普通所謂文法の圈外に置かれて 

ゐるが，言語そのもの、學習さしてはむしみ 

ここも出來る。『造語』さ云ふ條，之は解剖ミ 

集成この二方面があち。

『語の解剖』Vortanalizoは人の話を間き又 

（I物む讀むさき必要である。例へばmal
junui （x mal+jun+ul+oでめろさ解剖し 

て見て之も解すみが如きでめろ。 .

『語の集成』Vortsintezo （I自らが話し又は 

書く時に必妥で，例へぼ「老人」さ云ふideo 
を云ひ表仕さんさして mai, jun, ul,〇なみ 

vortelementojを集め來って maljunuloなる 
vorto を造り上げみが如亠8あち。かくして 

造り上げられた語は所謂『合成語』kunmetitaj 
vortojで，集成に用ひられみ各要素ヾ01•し 
elementoj （I

a. 語 根(radiko) 例:hom
b. 接頭字(prefikso) 例:mai
c 接尾 ^(sufikso) 例:U1
d・ 語 尾(五nigo) 例:〇

e- 助 辭(partikulo) 例:jes

此等II皆通俗の分類でかって,實は同列に 

一括し語の翌素vortelemento （或は單に語 

vortoさ云ってもよいかb知れQ）ミ稱すべ 

きものでああ。た£習慣上語尾は疝立して用 

ひられるこさなく,語根,按頭，按尾字は語 

尾も附せずしては用ひられ耳（卽ち常に集成 

語ミして用ひられみ）。助辭は語尾なつけな 

くても用ひ彳まろ。

【註】 Plena Gramatiko de Esperanto 第• 

十一條に日く . . , _

Vortoj kunmetitaj estas formataj per 
simpla kunigo de la vortoj •…；la gra
matikaj finiĝoj estas rigardataj ankaŭ 
kiel memstaraj vortoj・
『合成語任單に語を結合して造4 -語尾 

も亦ss立い:語さ見成さる』例へrrbe】。 

なる語はbelミ〇ミ云ふ各獨立した二 

elementojから合成されたものであら〇 

卽ちbelt 〇も同列にvortelementojで 

あらnir^らぬ。

そ二でエス/<•ラントの研究は次の如くにな 

ち: .
„ ゝ/解剖 Vortanalizo 

匚造語法Vort血ad叫集成vortsintez。

此の方の硏究が大切なのでめる。前數者は語 II.語の要素の研究卜

の骨組みで,後者は肉でおる。

他の 語さ異リエスペラントには組織立つ

た『造語法JC Vortfarado）ミ云ふものがある〇 

實"語尾硏究I結局『造語法』の一部分さ云ふ

語尾用法の研究

接頭,接尾字の用法の研究

助辭の用法の研究

語根の总義の硏究（所謂『文法』の圈外〉
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PALACO DE DANGERO
ス文藝迷獵】

S-ino Mabel Kagnallsの著にlて北来エス 

ペラント協會の名譽會頭E S・Paysonの飜 

譯になち歷史的小說である。新刊紹介にて紹 

介Lた通り裝幀の立派な二ざけ他に類がな 

い。舞臺はウ・エルサイエ、ルイ第十五世の•寵 

姬 Madame de Ppmpadourも女主人公ざし 

て、これに絡み戀の葛藤・朝廷の奢侈淫靡の 

狀態も畫い化しのでわろ。

I. Sta. Martin街のt）み壁にルイ十五世の 

愛をー身に集めてゐちrompadour帖風した 

紙が打付けてめろ。馬に乘った若い貴族が之 

な見て鈿で裂き棄て、森の道へ通りか、ちき 

尼僧のFratino TliG诙eこその妹Destineに 

出鱼ふ。Destineは避けやうさして橫に入り 

足に釘が剌ったのむ貴族が助けて尼僧院 

Vinkta Cyrまで一緖に馬に乘せて送り届け 

み。

II. Destine （1獨り彼の貴族に就いてrevi 
し始めるが不圖手首の傷に卷いて吳れたハン 

ケチを返すのな忘れたのに氣が付く。ハンケ 

チの隅に冠さde V-r-i-eの字が刺繍Iてあっ 

たので彼が伯爵de Vrie 5事が分つア:。彼 

女（IハンケチなFratino Th^rdseにも秘密に

して隱しておこうこ決心し？:〇

111・ヴェルサイユ宮殿內に彼の有名な劇 

場 Tĥĉitre des petits Cabinets が建てられて 

めろ。Pompadourは其處で主演ざなって宮 

中の人々さ芝居もする〇!101n ain de Vrieは 

彼女の相手役ざなって奠に迫った演出もした 

のでしouis XVの嫉妬も買ひ或日迫放命令 

も受IĴT:〇彼はPompadourに會ふ爲に自分 

さよて锁てゐろ牧童のPierreも代りに國境 

な》越ま・せやうご召使ひしemoyneさ相談I、 

Lenioyileが Pierre I二從って行く二"こむ 

みC

】V・de Vrie U Pierreに自身の着物な着 

せてSta Germain淼か通って國境を越まさ 

せるべく出發させる。

V.二人（工途中で狩に出かけた王の一行に 

出遇ふ。Pierreは恐怖の餘り馬から降りて逃 

げかけたが急に倒れて死んだ。しouis王仕近 

付いて來て死骼花認めて誰かご聞くざ 

Lemoyneはdeヾrieてあるミいふ。Pbmpa- 
dourもde Vrieだざ證sしので王（文本當 

ご思ふ。やがて一行はSta Cyr花通りかゝ 

づた。Pompadourは死體が僞でお•もニミも

已酉三

知ってゐア:ので心の動搖を隱す爲にStaCyr 
で祈禱しゃうミ云ひ出し、王も微行で行く。 

Pompado"は美しい歌を聞いて歌ひ手さ會 

ふさそれ（エDestineであった〇 Destine （I de 
Vrieのニミを聞くて彼は死んだ芒聞かされ 

み。

VI. I ompadour I二找何故 <le Vrie があん 

な行動をしたのか分らないので、Destineが 

知ってゐろざ思ひ彼女も迎へにやる。Destine 
任大喜ぴで lSmpmlourの處へ來て!>rotek- 
taninoさなろ〇

V】l・ Destine （工使の MadA.me Ilausset 过 

^Madame Pompadour の住む Bellevue へ到 

着して Pompadour の兄 ^Ionsieur de Marigoy 
及啓師D・rc Quesnay等に會ふ〇

VIII. Madame Pompadour （H種々の策な 

弄してDestineが知ってゐあざ思ってゐろ事 

な聞き出さうミしたがそれは全く誤りでめる 

ここが分ったので彼女もBellevueに留めて 

歌な・學ばせようさ約束すみ。

IX. その日の午後de Vrie仁變裝して 

Pompadourぶ訪れた。彼女は彼の無謀も警 

めしが・彼は一緖に透げやうざ迫み。そこへ 

思ひがけなく しouis王が來たのて・ヽde Vrie 
は balkono へ隱れお〇 しouis （X balkono に 

白い人の影を見て驚き劎ね拔いて突かうさす 

るので、彼女はde Vrieだれ、ふさ迷信深 

い王はde Vrieの幽賤厂ミ思ふ。彼女は花 

瓠も壤して王の注意な惹く芒その問に影は消 

えてしまふ〇王はbalkonoまで行ってみたが 

誰もゐ林い〇

X. 王が去ってからPompadour （工庭へ曄 

リて見るミde Vrieは足を挫いて倒れてゐ 

ろ。しemoyneが主人も探しに來たので彼女 

は自分ご王の外には誰も知らない武器庫へ連 

れて行って手當もする。

XI. Madame Pompadour は髮な》frizi さ 

せながらPastro Bernisミ宗敎上の議論なす 

〇 〇彼女ii Jezuito派が嫌ひなので、Jezuitoj 
が憤慨して彼女も殺すやうな事がわれば殉敦 

者こなりSanktuloにならのださ云って髮も 

後光の形にさせる。

XII. その［］の午後 Madame Pompadour 
は女王な訪れみ。彼な仁每週一回女王の前に 

出るのが常であった。それから彼女は王の所 

へ行くさヽ王は議會召集の爲にParisへ行っ 
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た後でめった。この事は過去二十年間無かっ 

讥事なので.彼女（ニニの議會の自身に及す影 

響を恐れて、Parisへ急ぐ決心をして、Bel
levue へ戻る。留守の間にLemoyneを自分 

の室の Gardantoさして召使一同に紹介を 

二てParisへ出發する。その日のれ夜中 

Bellevueに二つの火が點ってゐる。一は召使 

Ciourbellonで實（1Jezuito派に屬してゐて 

Porupadourの動靜な探りに 來てゐちのて'わ 

る。彼（工首領にそのDの午前に彼女の云った 

事の報告書を書いてゐみ。他（X DestineでSz 
Cyrの友逹 Adrienneに手紙も書いてゐあ〇 

二??き終ってからde Vrieに就いてreviして 

ゐる。その時秘密室では彼は誰かに呼ばれた 

やうな氣がして目を覺ますC

XITI. Pompadourが出發した後で、二人 

の若者NeヾeuミT feonは新米のしemoyne 
の命令に從はなければならないので不服でわ 

み〇酒を飮みながらしemojneの惡□な云っ 

てゐらさしeniovneが通りか、る〇彼等（エよ 

い機會"Iかりに彼に喧嘩冷吹掛け叙も拔 

く。しemovneは醉拂ひこの決鬪は對等でな 

いざ云ふざ、Treon任占めたごばかりに醉拂 

ひ二人ご醉ってゐない人間一人ごなら對等だ 

ざ云って、二人でしemovneに突きカrち。 

彼任防いだが及ばす遂に殺される。そ二へ大 

勢駅けつけ了:が二人は巧くごまかしてしま 

ふ。こんな決闘仕よくおちのでPompadour 
に厲知らせな力・った。

次に:の章の一部を引用いたし去す。

Tuj lia glavo ekbrilis en la aero preta por 
puŝo. Lemovne ekprenis slan glavon el ĝia 
ingo k:\j staris ĉe gardo, dirante dum li tion 
faris:

n Vi estas riskema, Monsicur, batali kontraŭ 
malebria viro."

Treon kun la malsaĝeco de cerbo instigita 
de vino gaje respondis:

n Vi estas piava; malebria viro estas egala 
al du, kiuj jam malplenigis siojn pokalojn^ 
Vi igis min senti mian danĝeron kaj, por 
esti justa^ estas klare, ke mia amiko nepre 
helpos min defendi. Ĉu ne, Monsieur 
Neveu ? “

Neveu ĝojega pro la espero de tia rapida 
venĝo al sia malamiko, respondis avide : 
» Sendube! du ŝtaloj, kiuj ŝanceliĝas kontraŭ 
uini, kiu estas certa—perfekte justa 】udo ! 
alie estus absoluta mortigo.^

nBona logiko, amiko Neveu!—bona logiko 1 

Venu, mia bona Monsieur Lemovne. Duelo 
triangula. La «olaj sekundantojn kiujn ni 
havas, estas la sekundoj, kiuj n ni elspezas, 
dum mi batalas.^

Bidante laŭte pro sia vortludo, sen plua 
prokrasto Treon atakis Lemovne, kaj Neveu 
tuj sekvis lin.

Iliaj glavoj estis nenie! tiel ŝanĉeliĝantaj, 
kiel ili Sajnis, kaj Lemovne baldaŭ kom
prenis ke estas decida malamikecor ne nur 
en 3a atako, sed en Ia du paroj de okuloj, 
kiuj ekbrilis tien kaj reen antaŭ Ii, duni li 
penis deturni la puŝojn, kiuj venis en frene
ziganta rapideco de ambaŭ glavoj.

Lemovne estis batalanta, ne nur por savi 
sian propran vivon, sed por la vivo de sia 
mastro. Li nepre devis venkis aŭ almenaŭ 
defendi sin, ĝis la alveno de helpo. Sed 
neniu eniris la ĉambron, por haltigi la ne
egalan batalon.

La du brilantaj ŝtaloj antaŭ li ŝajnis kiel 
la radioj de rado; ili briletis en la ĉirkaŭa 
mallumeco simile al strioj de luma fulmo, 
ĝis subite li sentis, ke unu forta ekbrilo 
falis sur lin. Tiam muĝis en Iiuj oreloj la 
bruego de mil tondroj, dum nialkonipata 
forto sajne ĵetis lin tra la malplenaĵo de 
senlima spuco.

XIV・議會にしouis XV.が現れて「議會 

は宗敎に關すろあらゆる事に就いて沈默を守 

ろべ I 〇 Tiaj、estas miaj ordonoj ! — Mi, la 
Bego, parolis!J 宣言をして引上げる。こ 

の事が場外に傳へられみミ群衆任蜂の巢を突 

いたやうに騒ぎ立づ〇當時敎會（工Jezuitoが 

占め.議會（I Jansenistoが占めて互に爭っ 

てゐむ。その間に立って王はdilem〇に陷っ

〇 F1身な支持するには議會が必要であり、 

自分の郭も赦すに（I敎會が必要であった。 

Louisは憂さ晴らしに家來 Lebel芒しouvre 
に出かける。このしebel（I Faustoに對する 

ゝlefistofe】〇のやうにすべての王2隠し事に與 

って一切のaranĝoをする男である〇

XV.この議會の次の朝.王（壬國會議員の 

大多數が辭表れ呈し？： eいふ知らせを受取っ 

て慣慨し、それ等の議員も流罪にすみ。多く 

の人がPompadour |二面會・を求めて王を宥め 

て貰ふさすみが彼女找却って彼等も侮辱す 

ろ。その次のUい次の口も、王さPompa 
dour （i Versaillesに歸へらない。

その間に一方de Vrie （工何うなったでわ 

らうか。（續く）
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中部英國宣傳旅行に加って

一九二ハ年九冃一日から十五日まで.中部 

英國エスベラント聯盟では數人の外國エスベ 

ランチストを招いて各地の宣傳に成功をおさ 

めた。いくら悟りのわろいチョン・ブル讥ち 

でL目のあたり毛色のかわつ了:世界誌人種の 

見本でも云ふベ呂顏觸れの連中のエス語の見 

本付の講演會に厲心も動かしたも道理で?） 

ろ。二の外國のお客さんさ云ふのは、純獨逸 

顏のIlurlerさんミ其夫人が拓逸から・スラ 

ブ顏のValenta君がチェツコスロパキヤか 

ら・黃色い蒙古顔の私が日本から・ペ,レギー 

生れのBlaiseさんさ其夫人.それから少し遲 

れて來た黃色い顏に黑髯蓬々过し？:ブルカ. 

Vヤ人Krestanoff等でおってそれぞれ特に二 

の宣傳旅行の爲にやって來た。十五日間の外 

國客の滯在!5用はすっかり聯盟で負ひ、其他 

すべての膳立（I聯盟でされた。夜は同志の家 

ろるひはホテルで丁重な歡待を受けた。

この計畫"五六ヶ月し以前からたてられ讥 

Iので八月の中旬送って來た聯盟の機關誌を 

見f そ二に決宦された外國客の顏ぶれが 

出て居て『ハ月下旬までに吾々は今一人のお 

客さんも得なければならぬ』さ書いてあった。 

何でも各國の有名なエスペランチストを數人 

招いて大々的宣傳なやらうこ云ふので七月末 

には旣に五ケ國までの外國客が出來てハ月末 

までに厲餘一人の承諾を得やうミ云ふこミに 

むってゐた。八月十四日私がアットワープの 

萬國エス大會む終丸て英國へ渡ろうさすみ船 

の中で出會った一英國エスペランチストが橋 

渡しさなつ私も有名なエスペヲンチストミし 

てお二がましくも同會に扭聘されたわけでわ 

つ了:。無論客人の中で當年のエス大會に出ナ： 

もの任私一人TfcSo "
ハ月の下旬、ゝ［市一流の富豪エスペランチ 

ストの立派な邸宅に招かれ・御馳走をうんざ 

よばれた翌日私仕同市では最低の貪乏人、淋 

しいエスベランチストIhiFes君ミ公

T:〇ミ初みペンチに腰かけて同君の持って來 

た新聞隹見あĴ九月一日のしutonに於ける 

エスベラントのっごひの前觸れが出て居る。 

『二の本からき讥客さあちの仕■二 

、に居る人のこさだり』ミニ人は云ひおつよ。

九月一日■朝・恐ろしい深い霧の中でM市 

の友过別れ.四時間の自動車の中でコクリコ 

クリゐれむり。呼び起されても夢心地でやっ

・「 ’ 林 好 美'

さ車から下り立って見みさそ二は早しutoa 
聯盟の秘書Gethingさんが顏を出す。今Fi 
の會場はすぐそばにあった。おひわひ人々が 

集って來る。Agrablaアクラブラ』さGな 

ドイツ語風に發音 いよがらHurler夫妻が來 

ろ。チェコのValentaが小形の身體也現す. 

Blaise夫妻がびしゃざまわってやってく“ 

これで客人のだいたいが揃った。聯盟總會も 

終まて午後四時・百五十名程の英國のエスベ 

ランチストミ共に茶話會の席につく。Geth- 
ingさんがお客さんの紹介の節・日本の事を 

『梅東の神秘な國・・••・・・・』さ云った。お客さんの 

五分間挨拶がめる。めいめい最初に口國語を 

少し話して後エス語も話す。右端から男の客 

のみが話すが.丫れ!》これも英語のいけ）〇・ 

わからわ自慢ばかリであみ。世界に最もひろ 

まってゐる筈の英語の本家本元へ來て英語の 

話せない自慢の出來みの厲おそらく此日の樣 

なエスベランチストの集ひにのみめり得みだ 

ろう。私は先づ立ちあがって.希望によって 

三ヶ月來絕えて口にせぬ本國語・伊勢言葉も 

やつ7:。之れ任無論たよりないtのでめって 

壁にむかって大聲で話LかけるやうかIので 

めった。私もみなに負けぬつい丿で本國英語 

がさつばりわからUかった失敗談誓をし.B 
本の英語學習の現狀を話しア:。『私が十五六 

歳の頃學校の修學旅行で京都に行きました。

アメ v力人らしい夫妻がやって來て私達に英 

語で何か問ひますがわからぬのでそれを英語 

の先生に®づりました。ミこちがその英語の 

先生ですらアメリカ人に滿足花與へみこさが 

出來ず赤い顏むして引3さがりまU： •••••一』 

等、人に聞いた話むさも私の經驗談の如くに 

話す。

集った人達には隨分古い有名な Esperant
istoj 居て南英國のヱスベランチストイね 

網羅して居た。一寸後藤新平伯の槎・な風采の 

老紳士が近づいてH本の話をすみ、聞けばケ 

ンプ\】ツチ大學で故菊池大麓男ミ同窓だった 

そうむ。同男が十年も前に死んだミ聞いてお 

ごろいてゐる。いろいろの人さ知り合ひにな 

つ7：がいちいち覺丸て居れぬ。——其夜は同 

じ會場で公衆への樂隊入り宣偉會がああ。薩 

糜琵琶なぞ彈いてH本の古風な音樂きりしら 

ぬ私には痂逸以來の音樂攻めがtったいむい 

位だが少々うみさくなろ。■の町での二唤に 
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亘るエス語宣傳會は大きな效果沧おさめた。 

ロンドンを北へ五里の しuton （二英語エスペ 

ラント運動の搖籃であった。

四日目にはBlaise夫妻は所要の爲自家に歸 

リ.Valentaミ!lurler夫妻ざ私が田園都市 

Letchworthにむかふ〇二、にも新舊エスベ 

ランチストイがたくさんIこ待って居て我々も 

歡迎してくれち。二十人餘りの男女サミデア 

ー ノイ芒畫の會食もすませて後『仆Jかそれぞ 

れお國自慢でもしてくれ』ミ云ふ二芒で婦人 

消费組合の會・合に行く、neesperantistojの十 

人餘りミ!aいて屈たに、せまい會堂にはいつ 

て見れば・これは如何に・百人近くも若い婦 

人がぎつい丿鱗詰になって1A S 〇せまい間を 

おしわけおしわけ議長席の會頭の中坪•婦人の 

手を握“せまい會場に外國の客はからだを 

おし合ってやつ芒座る席花得ら〇まざい二白 

い嫦人達の視線なあびて一等若い獨身□本客 

の顏早速赤くほてち。老嬢通譯でHurler夫 

人がまづ立っておみおろ聲で『大勢の人樣の 

前ではこれが始めてヾ•.……』さいって簡單な 

おヽ、さつ龙》てろ〇 Ilurler, Valentaさ云ふ順 

に得意のエス語で本國の話もする。しかし本 

來がエス語宜傳の爲に來たのでむろん最後の 

數言はエスベラントにして口を閉ち•ろ。『H 
本の婦人のお話』さ云ふ注文で最後に私はご 

く瞽通に日本女の話なす去。二の問Jgは歐洲 

に來てからよるささわるこ聞かれるので私に 

（二使ひかれた言葉で.極自然に面白く話すこ 

でが出來た。ごうし外國ですろ話に御世辭め 

いた二ざの外忌憚ない遠慮のない話を思ふ存 

分出來ぬのが展念だ。わる西洋人が云つ九二 

さ。『世界の中で最Iい、のけH本の女だ.良 

人につか龙.義理の兩親につか龙、凡そー生 

涯の中っか龙ごうしの日本女任自然に修養が 

出來ておこむしく、っゝましゃかです』對話 

ではよく云ったニさだが、こ、で云ってのけ 

て人勢の英國婦人の逆鱗に觸れて—ミ實/ 

ロへ出かけたがよ い:。『日本へ歸つ仁らしっ 

ミ婦人を自由にする二芒に微力を盡Iます』 

ミ云って胡座もよみこばして口をつぐむ外は 

むかった。このたく Xんな奥様方の集りに子 

供一人連れて來わのが西洋忙。話が終るざい 

ろいろ貰問が出る。四人の外國客任老孃の通 

譯でいかんなくエス語の宣傅が出來ね。英語 

の發音がざてんすてきな若い美人が何かこし! 

本の話な聞いた末『日本に女のエスペランチ 

ストはたくさんにめりますか?』ご問われて. 

エス語の二过ミ»たら何んでもかんで1大き 

く云ひたい私も『然り』ミ答へみわけに（Ĵいか

むかった。一芒も力•くし不意に二の消費組 

合に招かれた!こ（戈エス語宣溥途上の大きな 

副産物であった。成功（ニマべての講演も通譯 

い:老嬢の嬉い、顏付によっても知ろ!さが 

出來仁。 ・.F

此晚又公衆への普及會があった、集つ讥未 

エスベランチスト數十人・お客側の話はLづ 

かに熱心に聞かれた。話がひざわたり濟んで 

から質問（エ矢の如くに放淮れみ、それ厲消我 

組合でのやうななまやさしいので任ない。一 

老婦人エスペランチストが座長格に■なって場 

內は口角泡を飛ばす討論第ざ化 い:。座長の 

後にひが龙た外國客は丁度帝國議會に國務人 

臣が各省の仕事の說明むするごさく.さきご 

き立ちあがって質問に答へた。早口に話さ3 
ゝ英語の過半はわからぬが、英語國際語論も 

出た。しかしい、實例の四人の外國客が一な 

反對すみので其問題は一蹴せられた。長い間 

か論じ合って二十三時過お開ききなって. 

Valenta任同志の家に私さIlurler夫妻區停 

車場前の、れいなホテルの客i ・な＜；;〇

翌！］は講演はなく・所々方々の見物をして 

歩きValentaの宿の主人が自家の□動車で午 

後の六時間I.二六十三マイルの道む走らせて田 

舍を見■せてくれる。自動車の二ミを云へば英 

國滯在中程自動車に乘ったこさむ知らぬ〇乘 

せて贯った總延長六百里にI及ぶでめらう 

か。一寸裕福な家は自動車む持って居て砥の 

樣にすべつニいアスファルト逍路を二三十里 

はすぐ隣りミいった調子で出かける。伊勢の 

山ふこ:ろI二根を下して住む私に仁それまで- 

には無論.今後もめんなに自動車に乘〇;

（文出來ないであろう。自動車の多いの（エアM 
リカばかりミ思って居了:が本家のイギリスで 

も新家にはまけては居ないのであった。ニう 

し^〇東無名の客が次から次に喰ひtのや見 

もの、御馳走に■なり家も忘れての遊山氣分を 

さしてくれるこのエスペラントの事實を夢が 

こうたがひ.不思議ミ思って、ア:£感激する 

外任ない。英國では度々小學校も訪れたが二 

、でもValentaミ共にFraŭlinoの案內で學 

校をたづれる。校長さんの先導で各敎室か見 

まわるF-inoが簡單にエスベラントの說明も 

して我々な紹介マち。Valentaがチェコ語で 

『今日は』を云ふ私も日本語ミエス語で同し二 

ミを云ふ先生の合圖で:のたびは可愛い生徒 

がー齊に『今口任!』を英語でやる。私達は 

F-inoの通譯でお國話し^して忘れす最後に 

エス語の宜傳を附け加へる。私は黑板へ日本 

字の姓名を書かされる。F-inoが象形文字の 
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說明なす办。ニんな字が日本に（I萬以上しあ 

るミ聞いて子供等（［あ申れち。『木さ木が集 

って林 000d）になら、木店三つ書いて森 

（Forestaになります』、私は森ざ云ふ字を黑板 

に書くこの日本の紳士の姓は林（ヽVood）さ 

んご云ひます。この中に林（ヽVood）さんて 

方は居ますか?」二三人の生徒が手み上げち〇 

『糅（Foreめさんは?』等ざ云ってF-ino （I 
すっかり子供等の先生になってしまう。ŭ本 

の\Voodこん戊同じニさも各敎室でくりか 

ヘマ。

Djtchwortl!からBedfordへ宣傳に行く 

Jlurler夫妻に別れてVidantaj二人Courseさ 

んの自動車でBovstonに行く。ニ、の三日 

間じ每日の樣にCourseさんの自動車で乘り 

まはあ。私は來英前には英阈找ロンドンの近 

所で二三週間なくすぶって英國氣分にふれや 

うこ思ひ・中英の田舍等は緣の遠い處ご思っ 

て居了:が、同志のおかげであちこち見物する 

二过が出來丫:。劍橋购）大學を見たのい同 

志Fraŭlinoの案內て•りイントソル古城に英 

國の近古氣分を昧つ化のし二、のCourseさ 

んの自動車のおかげでめった。こ、では講演 

會さ云ふ形式もふまなかったが、十數人の同 

志が集ってータの樂しい座談會も開いた。め 

いめいの國の笑話をしてさんざめいた後。『工 

スベラントでは氏族も超越Lて笑ひをさ丸一 

緖に笑ふニさが出來ろ』ざ云ってCourseさん 

は感心してゐる。——血何〇"の三日間はも 

〇見遊山で四角ばらわ三日間であった。

Courseさんの自動車に送られて ヾalentaミ 

洪に Kothnmpton I二來た〇こ、の唯一の工 

スベランチストPlowmanさんの發音はたわ 

いもおいしので、英國流の缺點过云ふ缺點も 

全部そな龙て居ろ。Mi vivasを『マイ・サ 

アイグエス』なぞ;i云ふ。Videntaざ共に第 

一番にまづ二れに驚いた。それに前三ヶ所に 

於けら同志の歡迎に比べてニ、の“ひごう淋 

しい二さであった。说ミ

二日目の午後G.thingさんの家族におく 

られてKrestanofl,が來ろ。旅券のニミで入國 

がめんだうだったそうな。十二月號の本誌に 

小坂さんがお書きにかっためのKrestanoffで 

わる。パリに二年な住む間に不良靑年性?花 

增しĴ： tのでわらう.一寸日本には見受けら 

れぬ女たらし?でおみ〇がやがやさにさ•やか 

・男だ。翌日の長い一口な二の外人客三人は 

"市を案內人なしにぶらついた。新聞社を訪 

問していかんなく宣傳をやった。Valenta （J 
妻君がドイン人ミかで體逸語は堂に入ったも 

のだが英語にかいもくいけぬ・Krestanofi,の 

獨逸語は旨くフランス語“可なりに出來ら 

が、英語はたヾ最近しばらく獨習ないだか 

で了:わいも敢い發音むする。何がおか い、さ 

いっても二のミきKrestanofTが難儀して英語 

を云ふごきのなり程面白いものになかった。 

KrestanofFが英認を云ひだす度に私はおかし 

さの餘り腹の皮が痛くむった。それでも散歩 

中Krestanoffさん（ニ練習の爲芒あってち・きに 

きっかけを見つけて話しかける『应の英語 

（I ?』等私にたづねつ、喉に魚の骨でIか、 

った時の樣に英語を話す。二れも見かりて私 

のあわれむ英語が通譯する。『英國では路上 

で女に任話しかけるな』ざPlotinanさんの 

再三の注意もものか（エKrestanofF君^わけて 

も女の人に話したがる。私!i Krestan ofi'の希 

望をそのま、婦人に傅龙ち。Krestanoff （1^ 
人に話マこてな知って居る。【1說き上手?ざ 

云ふのであろう。通譯人そっちのけに 

KrestanofFは婦人ミ心易くなってしまうのが 

いまいまい、。『あ、僕の樂い、生命もこれ 

で一日少くかった』。こKrestanofi' （1かこつ 

て居る。講演がないかわりに今日は二三の新 

閱社も訪りる.ある週間繪入り新聞では三人 

の寫眞花撮ってくれる〇 Plowmanさんのお 

ぼつかない通譯でめいめいの持分を話す。め 

んだうこあってそ二の社民が少しフランス語 

か話すのでKrestanoffが會話も試ろがやはり 

Plowmanのエス語の通譯の方が便利である。 

Valentaの番のざきイギリスの道のうつくし 

さをほめたがPlowmanさん如何感違ひもし 

r!ものかイギリスの家が美い、ご譯す『私の 

网のは人3な石ころで滿ちて居ます』さ云ふ。 

Valentaの次の句も其通りに譯した『家に右 

二ろが?』さ社授任苦笑い:が知らぬが佛の 

ゝValentaはずんずん話むすゝめる。私の順番 

になつ讥。『さつき少々誤譯があったから注意 

して私のなやって下さい』さ云ひつ、Luton 
以來云ひなれ7:句で人にエス諮の宣傳むする 

速記文字で社長は詳I く手帳に記して居た。

この日KrestanofFの丈明づれのし了:おLの 

强い二ミに驚いた。紹介tUにN市役所へ 

はいって市長ご心易くなつ了:リ、新聞社へ話 

し:んて'記者マ强哽に面談してエスベラント 

む花々しく新聞に書かせたのに全く Krest^- 
noffの話しのお护けであった。 〜:

此住Cookさん・の宅であった十七ハ人の集 

りでさんざめいたのを最後ざIて翌十一 fi私 

（エロンドンを發して故鄕へながいながい汽电 

の旅も始めたのであつ兀。（終） ’
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心T語

23.人類人 Zamenhof
『猶太民族の世界的活動』（渡邊巳之次郞著） 

を見みこ、D-ro Zamenhof （X立派にエタ・ヤ 

人さして瑶けられ.同民族中の偉傑の一人に 

數へられてゐち。『井上英和大辭典』では彼ね 

ロシアの學者さし.『岡倉新英和大辭典』には 

ポーランド人;i說明してゐみ。

玆に面白い二ミは.『學藝捕話』（橋爪檳唧 

子著）1：（!.彼をフィンランドの眼科罄ごし 

て擧げ.『新しい言葉の字引』（買業之日本社 

發行）に任、ポートランド（ホ・ーランドの誤り 

か）のリストワニヤ（リトアニャ或（エリフ、ア 

ニア芒云ふべきでめらう）の人ごしてゐる：： 

ご等でめみJ
斯樣にユタ'ヤ人、ロシア人.ポーランド人、 

フィンランド人、或はリスアニア人等さ云任 

れて苏らミヽざれが眞實なのか迷って來“ 

D-ro Zamenhofも自ら迷ってゐ兀に違ひな 

い〇それでか、彼は Deklaracio pri Hom
aranismo の中で、…叮© Ia demando, al kiu 
popolo mi alkalkulas min, mi respondas: mi 
estas homarano, さあっさり片着け、・— nur 
tiam, kiam oni demandas min speciale pri 
mia regno, provinco, lingvo, deveno aŭ reli
gio, mi donas pri tio precizajn respondojn.ミ 

云って居る。

24.新聞人とエス語

朝日新聞社發行の『朝日邙鑑』には、昭和 

三址版より、エスペラントに關する項を設け 

エスベラントの文法一覽表を揭げてゐる。网 

際的進出を試みっゝある朝日新聞が世界に呼 

ぴかける言葉（エエスペラントな除いて他に仕 

無い。同社の專務取締役下村宏傅士も火なる 

エスベラント禮讃者でめる。その??『歐米よ 

り故國も』に任『（エスベラントが）國際聯盟 

の公用語ごなるは遠きニミ•ではない。我网で 

もエスペラントには相當注意を拂うて貰ひ度 

い』さ云ひ.また他の著『皮ミ肉』では『思 

想の利器たち文字（し 若し世界に共通語が打 

って統一されて居たなら（匚 これに越い:二 

ざ（文ない。此の意味からエスペヲントなこ任 

段々攪がってゆくでわらう』さ述べてゐち。

る言葉
粟飯原 晋

次ぎに1923年脊より秋にかけて歐米視察の 

旅に出た大阪每日新間社取締役高石眞五郞氏 

（前主幹）が米國滯在中のおみやげ話ちそのま 

ま。『めろ席上の如き、私が•外國語で話かす 

ろこさか言語の障壁さいった芒二あ、それが 

遂に一つの流行語のやうになって・おち工え 

ペラント協會の如き仁人いにそれな徳ごして 

私を名譽會員に推薦Lようざま'で云って來た 
程でめった。』 :

25.心て語る盲葉.

『嘗てイギリス語（I犬の語で、L!ざ齒ミで語 

り、フヲソス語は人の語で辱ご鼻で語り、イ 

タリア語（工女の語で目さ頰さで語り、支那語 

は吃の語で顏ざ頭てで語り・而してドイソ語 

は喧嘩の語で腹ミ肝芒で語みさ思った。□本 

語は然らば何だらう。心で語ろ言葉は世界に 

ないものだらうか』さ上原林學博士は、その 

『わたり島の記』に俳いてゐろが・エスペラン 

トニそ心で語る言葉でわらう。

この序に各國語の特長も舉げてみよう。日 

一ロツパの古語に

『歌はイタリー語で.

戀愛はフランス語で、

實務仕イギリス語で。』

こいふのがあり、まお云ひ傳へに、

『ドイツ語は兵士に適にしい。 

フランス語仁愛人の紅唇に似合ふ。 

イギリス語は商人に適すC』

なほドイツ皇帝カロノレ五UKI.スペイン語 

な用ひて神樣む禮拜【、フランス語を以て友 

人ざ語り.敵壬語みに（エドイソ語を用ひ.蠕 

人ミ話すのに（Jイタリー語を用ひたざ偉へら 

れてゐる。此の異說には■島に話し掛けみに 

は英語、兵上さ語るにはドイツ語、馬に命す 

るにはスペイン語・友達ミ話すに厲フランス 

語を以てするざ云ったミ傅へられてゐる。

また十八世紀以前に於て、デンマ"クの紳 

士（工友人ミの書翰の往復には、ラテン語を用 

ひ・貴婦人过話すにはフランス語也繰り.犬 

も呼ぶにはドイソ語を以てI、召使に命ずみ 

にはデンマルク語でしY：^ g（1れてゐる。
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一 問

A:新年おめでミうございます。

B:いやおめでこう〇

A :暮任J 0 A Kのエスベラント講座放送 

でいろいみお忙がしかった事でせう。併し我 

々同志にざって二れ程大きな福音はないざ思 

ひまŬが。
A :いカ•にも〇 JOA Kのmikrofonoの前 

で放送すれに立ち所に數千數茂の人々に講義 

がでまるのだからり.實にラヂオの威力は絕 

大なものだよ。

B:全國津々浦々にまで一飛びにさんでゆ 

キますからり。

A:その上JOAKの放送が大分也•間に對 

してエス語の必要芒信用な認めしめあ事にっ 

いて役立ってゐます。二れし講座の餘徳さし 

て人變ありがたい鮎です。お蔭で我々の樣な 

エスベラントのかけだし.でもいろいろ質問さ 

れたり議論な吹きかけられたりします。處で 

neesj)erantistojのエス語攻繫論の中には仲々 

一寸答辯に困らものが多いです。勿論中に仁 

非常に奇拔突飛な質間のため却ってまごつく 

番もありますが中には平常から相當考へてゐ 

むいさ先方も納得さす樣な良答辯找龙られま 

せん 〇 エス語の propagando (1 T： religio 
の樣に人々に信仰ね强いみ様なLのでなく十 

分納得の妙く樣に說きつけ6 (konvinki)のが 

肝心なんですから。我々同志はぎちらかさい 

へI工多少盲目的に信じ盲日的にエス語を愛し 

てゐろさいっても過言でめリまぜん。丁度母 

親が自分の身のdanĝeroもi;れても自分の 

子供のdanĝeroもすくふ様な盲目的の愛だ 

芒思ひます〇ですからneesperantistojからの 
質問に對しては案外答辯に困ち事*多い樣に 

思はれます。併Iあなた“ずいぶん長くエス 

ベラントの宣傅に從ってもられる事ですから 

neesperantistojの論辯に對し,怏刀亂麻な3 く 

炉如き答辯の準備が十二分にできてゐみ事i 
思ひ失す。それで二れから每月一回づ、お宅 

〜お伺ひしてこの名答辯む拜聽玫したいさ思 

ひます〇二れが我々propagandistojにこって 

この上もない良武器ミ信ずるからでございま 

す。

B:いや。そうあらたまられろざー J困る 

が僕で回答も與へ得み「のはお聞かせしませ 

うが僕よりtよい回答もきかぜてくれち人が 

あればその人逹の意見はこちらへおきかせ下

一 答
光岡龍之介

さい。僕は僕の良いざ信ずみ範圍の答辯を致 

しまぜう。最近何か一寸返答に困るやうな 

demandoj ［二出遭(工Lましたか〇

A:先達一寸まごつかされおのは近所の中' 

學の三年の于供がラヂオのエス語講座も一回 

3い丫:時に「Aさん〇エスペ■ラントのalfabetoj. 
任28字しあって英語より二字も多いがx y q 
なんていふ字がないから數學の勉强に不適當 

な言語ですね」さいはれ化さき找、一寸返答 

に困まりました。併しすぐ氣がついて「いや. 

君(［何もいってゐるのだ。日本語にxyqoc 
?等の文字がないからU本語が數學に適しな 

いですか。」ご反問してやったの'ですよ。さ 

うしたらその子供は「成程」さいって感心し 

たのでもう一つざじめもさす意昧で、「いや、・ 

數學ではa卩丫 y卩入等の文字&澤山使用 

するが二れら任皆ギリシャ文字でめって英語 

にも獨逸語にLない文字だが英語やドイツ語 

にa p y等の文字がないから數學に適しな 

いなんて言・ふ事をきいた事がない。文字なん 

かはyでもメでもbでも何でもい、ので 

すよ。僕が中學で敎厲った圖畫の先生“用器 

畫の證明の時 abcの外にイロハもつかっ 

てと找イb=Znロ ノ、忙さか Aabイ=Abロニ 

むご、書いて二れは幾何學上のH英同盟だな 

んかいって笑ってゐた事がありましす:つけ。」 

ざいったらその學生(てすつかり感心して「成 

程。sbeの代りにイロハをつかっても數學 

はできらわけだりーー」ざ長嘆Zを久しうし 

ました。こんな事は何でもない事ですがやっ 

ばり落付いてゐないさまごつく・のですね。

B:そうた。不意に豫期せない質問もされ 

ろミまごつくものだ。 ...

A:處で先達僕の友人で發音學一點張りの 

人が「成程エスベラント"よいが文字ミして 

探用したの厲ロオマ字であるが、あれ仕今か 

ら四十年も前エス語の發表された時分Iニは適 

當だったらうが、萬阈音聲學協會の音標文字 

(fonetikaj signoj aŭ literoj)が中學等で用ひ 

られてゐる今［］少し時代おくれの文字ではな 

いでせうか」ミ云はれて一寸返答に二まり土 

したがこう答へろざよいでせう。

B:いやそれ(17;して恐み、に足らない問 

蜃だね。成程エスベラントは音標文字が一般 

に用ひられるより以前に考へられただらうが 

何も今流行の表音文字が表音文字ミしての最 
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上のものご云ふのではない。もつミ簡單かも 

つさ美術的な表音文字（fonogramoj）が將來 

の人類の文字さ■なあだらうざ思ふ。或は速記 

文字の如き書きやすいのが最後の勝利な獲る 

かもしれ・ない。併しそれが何でわろうごも工 

フ、ベラント語にけ何等影響がな:い。エスペラ 

ントは一字一音一音一字ミ云ふ發音學上の理 

想から出發しア:もの故むしろエスペラントの 

文字をfonetikaj liteloj芒して採用するのが 

よいのだ。併し現代の發音學ではちがった文 

字をつむってゐろが二れはその名の如く約束 

によるsignojにすぎないのでそれが何であ 

ってもそのめら厲す音（voksono）には何等の 

もがひけな:いのでちる。エスペラントの包含 

マちvoĉeonoj 厲文字の數ミ同にく 28種（勿 

論嚴密に云へばもっさ多いが大開に於て）に 

すぎないので二の簡種の音が如何な:み文字で 

めら任されてら差支へな:い事は丁度日本語を 

ロオマ字で書いてもŬ本語ざして何等異な:る 

5ミのな:いのこ同 て・わる。だからエス語の 

Ŝiprompaĵo ち》Siprompa^o ざ fonetikaj literoj 

で表はしてもエスベラントの破壞;？“ならな: 

い。トノレコ肚最近これまで使用してゐたアラ 

ピヤ文字もすて、ロオマ字にするそうだがそ 

れによってトルコ語が變化をうけろこいふの 

で任な:い。勿論それは多少歐洲語の移入を容 

易な:らしめるため相當の影響がわみうがエス 

,語はそういった點もむしみ獎勵してゐる譯だ 

から差支へ'ない〇我Zamenhof博士も旣に工 

ス語發表の翌々年たち1389年にしa Esperanた 

欣〇誌上で（Lingvai Respondoj の Alfabeto 
の部にめり）

"Certe ia akademio au kongreso penos iam 
'elpensi pli oportunajn skribajn formojn por 
kelkaj literoj （ĉar ne sole literoj kun signetoj 
«ed ankaŭ multaj aliaj literoj havas fbrnion 
tre maloportunan）; sed tio ĉi efitan jam tute 
ulia demando, kiu la lingvo niem tute ne 
tuŝas: g estas ne demando de lingvo, sed nur 
dema ndo de oportuneco de la skribado.

さ云ってゐるのはつまりエス語の文字は現 

代最も普及せみ□亦マ字を採用し汇ものであ 

るが將來時代に適應して文字を變更す4爭仕 

あり得み事でめリ又差支へない事だざの考へ 

むのべたものざ思ふ。併し人間のだすvoĉso・ 
ぬoj厲發聲磯關凭る舌や口腔の關係から、何 

百年何千年の以前过て次變化がないものき思 

ふ。卽lingvo |:於て生命シする所のもの 

任文字で任な:く聲音の結合によるvortojで 

あみ。

近年よく英語等に用ひられてゐあfonetikaj 
literoj （1實ないへば現在の口亦マ字を尊重し 

て考案したLので普通の口 tマ字の外にc h 
の倒置したのやギリシャ文字や斜體字やその 

他一寸脚を艮くして工夫し了:1の等で.別に 

fonetikoのprincipo にめふ樣につくった文 

字で任ない〇つまりpraktike uzeblaさ云ふ 

意味で印刷所にわまり迷惑なかけない程度で 

すまそうさして作ったものである。だから工 

スペラントのalĥibetoミ全く同一の行き方 

である。エス語で仕ハやレか採用したが、 

Internacia Fonetika Asocio でけ倒置字やギ 

リシャ字な採用し化にすぎない。だからエス 

語の alfabeto も I. F. A.の fonetikaj literoj 

で換へてみた所で感心できない。しかも匸F. 
A.の fonetikaj literoj や signoj はまだ研究 

の途上におって本年の大會なヨマに大分改造 

された模様でめる事にみても赧底Lてゐない 

事がわかる。

寧ろteorieにbonaな文字は啞者敎育の權 

威者 A :NI. Bellの Visible Speech （供澤修 

二氏が之も視話法ご譯し？〇 eして考案した 

文字で之等任發音の時の口の形や舌の位置を 

示した文字故scienceにみて立派だがskrib
ado の點からみては價値は殆んごむかろう。

兎に角何十年何百年の後に任人類はもっこ 

書くのに簡單なしかL便利でめり理論にかな 

つ讥文字を考案する事であろう。其時任エス 

語の文字もそれに換へられみかもしれない。 

しかし文字4・新Iい文字にかへる事は.言語 

そのもの、破壞ごは云はれない事厲旣にのべ 

了：如くであり乂上抿のz博士の言にもろえ 

てゐろ所でわち。

大體:んな意味に答へればよく（工なかろう 

か。

A:いや大變結構です。では今日はニれで 

失施します。

--  本欄のために——

皆様の御經驗によち難問や愚閤を卸投

稿下さい。（答辯冷Bの解答で湫迎〇
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蛇 足 駄 辯
〔巳の歳の緣起〕

© Serpento は rcptilio（ = rampulo 爬蟲類）の 

speco, skvamoj で被ttれた longa, cilindro- 
forma korpo 命有し、kruroj なく、palpebroj 
もなく、oieltruoj t ・ないざ云ふ!3物ぐ產地か 

ら見れ1て可成りkosmopolitaでNov-Zelando 
其他太洋洲の孤島以外に厲六大洲いづ二にし 

見出されみ〇地中に住むもの.地上にのたう 

つ種.樹上をわたり歩く者、淡水中に生活て 

る奴、鹽水に游泳すみ海蛇尊、1600積ミ註せ 

ら;IらC • -

©主・なしのね舉げれ戊kolubroは普通の無 

尊な小蛇（kolibro Cl蛇さは似もつかめかわ 

い、『蜂雀』だから混同無用）。Boaoは人も 

のむ熱帶産の大蛇、うわばみ。Vipuro仁恐 

ろ I い venena serpento.蝮〇 Aspido も每蛇 

の一陲〇 Sonserpentoは尾な鈴のようになら 

す来凶產がらがら蛇.響蛇。

©m行すみ』卽ち『うりうりして行く』は 

serpenti, serpentiri,『うれうれしてゐる』（二 

serpenti, serpentumi. Serpentumanta vojeto 
に羊腸たら小徑。

「蛇使ひ』!I serpentokvietigisto, serpento- 
dresisto ・

◎次のŬ本語は蛇の字が附くが.多くはser
pento 过任關係がない〇

『蛇腹ヨり西洋建築の軒かざりkornica
2）寫眞機の蛇腹balgo. 

尸蛇管』Heksebb tubo. 
『蛇1」』（水の流出口 [elfluilo. 
『蛇紋石』Serpentoŝtono, serpenteno. 
「蛇の目（の紋）』（desegno de samcentraj） 

duopnj rondoj.

◎『蛇がさぐろを卷いて鎌首なもたげ丫:』（X 
I>a serpen o sin volvis en tordobulon kun la 
kapo elstaranta.
蛇が步くさまな:ごシーシー音を立てる二过 

（t sibli さ云ふ。 ..

© Zamenhof の Proverbaro Esperanta 中に 

は蛇に關すみ句は少いが:

Dorloti la serpenton sur sia brusto. 
蛇ん胸に抱いてやってわまやか寸。

Vi varmigos serpenton, ĝi ol vi enpikos la 
denton.

蛇を煖めてやみミお削に喰ひつく（齒もっ 

き立てら）ぞ。• ,

これは共にエゾッブ寓話に.百姓が寒屮姙 

が二ヾ龙て牛死半生なのも見付け.可愛そう 

に思ってつれてかへって煖めてやった。喰ひ 

つかれたミ云ふ話から取った句。性惡のしの 

（I保懿してやっても恩を仇でかへすようにな: 

みさ云ふいましめ。

Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion, 
nenia m・
蛇厲避げられるが人の蔭口は決してさけら 

れ。。世間の口はうみさいしの。

Turniĝadi kiel scrpcnt〇.

蛇のようにのたうつ・七顚ハ倒する、｛，泸 

きまわる。 ・! ヽ

◎日本の蛇に關する諺の薛:，

『蛇足（を附す）』

Desegni ankaŭ krurojn ĉe serpento.
〔參考〕Proverbaro Esperanta 中の Kvinx 

rado ĉe veturado （I之に當ゐ〇

『盲蛇に打ち•す』 \、."

Blindulon ne timigas ec serpento.ミ直譯 

してもわかるだろうが、云ひ更へれば

Neseiulo estas sentimulo.
『奴は灰吹きから蛇を出すような事を云よJ 

（針小棒人）』

Li inensogas kvazaŭ li eltiras serpentegon 
cl cindrujo.は直譯。P. K.に之を求めれ隨

Li mensogan tiel,ke la muroj krakas.
Li faras el mu^o serpenton.
『藪蛇』（も出す、出すな）：

Por bonkora intenco neatendita atenco.
Ne voku diablon, kiam ĝi dormas-

RE.の中から當てはまるものを搜せば

Li diris la veron, por ricevi suferojn
K n abelujon ne blovu!
『龍頭蛇尾』

Komenci pompe, fini rompe.
Granda promeso, nenia sukceso.
Komenco potencii, fino sensenca.
m©の道戌蛇』

Serpenteto scias, kiel iras serpentego^ 
Diablo diablon konas.
『蛇媽の如くきらはれ;6』

Oni ŝatas lin kiel vipuron.
『畏蛇を逸すみ』 「つぶ」

14isi bonŝancon forilug; el sia mano^
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0.50 sv. fr. eid. de Bohema Esp. Servo, Mo- 
n^v：my u. C., Cekosl. J92<
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ĉe Nanzenĵi Templo, Kioto, Japanujo. 1928.

京都にある禪宗の巨刹能禪寺の歷史を簡單- 
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★ LA LABORISTA ESPERAN! ISMO, Je E. 
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にそれを凌驚せんざするはごの上向i勺發展を 

續けてい;5 SATの何しのな;5かな明瞭に•知 

る事が非常に必耍ざされてゐろ今、しanti自 

身が此書な出しt： :ちは世界のエノ•運動全殺 

に對すら吾々の理解を助けてくれち二ご非常 

に大である。

未知から生れる誤った解釋な避けSATの 

眞の內容を知らんざする人の一讀花期待すろ 

著者の短いながらし簡潔な文備は從前のSAT 
臭も持たす的碇な购解かす、めてくれ" 

★しA VOJO AL SCIENCO DE ESTONTO, de 
A. Fersman, trad. de S. RubTov,11x14 cni.> 
p. 52 eid. de SAT, Leipziga 1928.

著者はロシアの學士修豆・革命芒內亂ごの 

混亂の最中にめった1922第地理學協會の例 

會での演說のエス譯であり・需:畜の工パ譯へ 

の序文がついている。

空間・時間.エネルギー及物質の科學によ 

ち克服及び <れらの慨觀ならびに將來龙の展 

皇な論じていち。すべての現存すら絕對的存 

在が.いかに科學の真の前にわって（i僂めな 

ものであみかなー々仇證を擧げて說き、科孝 

によ;s人類生活の統一可能を豫期していら 

點・國際語の根底的な存在理由をわれわれに 

明示していろ。

★PRI LA ORIGINO DE LJHOMO, de PrGf. A. 
Keitb, trad, de ヽV・ M. Brown k. McCorra'ck^ 
12X19 cm. 64. eid. de The Esp. Publisbing 
0〇・142 JTigh Jlolboni,W. C.1 London^ 
1928.

Darwinistoである著者の人間の起源に就い 

ての議演さDarvviuについて等七つの短い論 

文から成っていら。かなり專門的わの。

★ PRI LA ARTERIOJ DE LA BAZAJ KERNOJ 
DE CERBOフ de Koli Itabaĉi, el la Anatomia 
Instituto, Tokio Imperia L*niversitato. 19X 
27 cm. p.18・ e】d・ de Folia Anatomica 
•Japonica, 1923.
★詩集「花束」を出して令名あみ東大の板橋鴻 

氏の腦髓の動脈についての論文で多くの圖解 

を持った裏門的方而では價値の犬なろLの:： 

推票すろ。近來續出するエス穀學文献（X Ksp. 
界に强因な基石を築くもの芒してわれわれの 

心加强からしめる〇
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排斥されたるもの、言葉
エスペラ★★

いつかエスベラントが・國際語さして 

採用せりれる時が來ちでめらう。その可能性 

もあらう。多くの人々の理想も.そ二にあら 

う。それを希象しよう。 ^

しかし.bf： ＜しは、いまエスベラントの 

誕生の理由にかへりみ、その困进なる事情を 

考察して、その币大なりさ思ふ點も暗示I. 
改めてエスペランチストの一考在•煩はさつ〇

ヱスペヲソト厲.實に排斥されたもの、言 

葉でおち。それがエスペラントの眞精神も代 

表するものであり.エスペラントの全表現は 

それに盡きる。エスペラントの强みはそ二に 

あり、エスペラントの感激せしめろものにそ 

二にある。しかし、エスベラントの弱みしそ 

二にあり、エスペラントを嫌惡せしめちしの 

もそ二にある。

愛ざ正義は.それな奪けれてゐろもの、耍 

求壬して呼ばれるのが.人間心理の正1い認 

認であろ。既にそれん享有するしのに过って 

は.その娶求の對象ざ枝ならず.單に寬容ご 

憫憐の機緣さしか.ならわかししれぬ。自己 

を防衞する一手段ざ1て.或は他の理由で. 

愛さ正義ごも高調すみに至るのが.また人間 

の爲らぬ心理であらう。されば・人民の問に 

於けろ愛さ正義ミの實現む期すkエフ、ベラン 

トの精神は・愛己正義ミを奪はれたもの、7： 
ましひに芽生尢、その心に根な張るものに外 

ならないのも知みでわらう。

さらば・エスベラント也考へ出さなければ 

.ならむかったザメンホフ（工、何者でわった 

か。彼二そは.實に虐げられア:ユ芥ヤ人であ 

•る。憎まれ忌まれ排斥し盡された.一の憫む 

べき人間的存在である。彼のやりごころない 

憤り找、つひに祈りに至って和らげられる外 

"かつ仁。恰ん父む求め讥キ\）ストが、父の 

愛を探I求めて.つひに神の王國も建てるに 

至ったご同じく.ザメンホフは.排斥された 

もの、ために言葉を求めて、エスペラントも 

得.よって1ってこの地上に.樂固の築かれ 

ろHを夢み7:その一人であった。エスペラン 

MX. Kli.民族的にも.嶼家的にも、祉會 

的にも排斥されたザメンホフの、その一のリ 

メードにしか過ぎない。しかし、彼がエスベ 

ラントによち祈り二そは・見龙ざる力ももっ 

て、寒くの人"に迫り來り.强く心も打つI 
のがわみ。

トの心理★★ 成田更郞

『思想篇』の著者パスカむは.最後には神ざ 

共に居るこざの幸福な祈るに至った大才でわ 

った。彼の如玄科學者にして.しかしっひ 

に・あの百華咲禺亂れた十七世紀のフランス 

に於てさへ、ポーノレ・ルワイヤルの修道院に 

遊げ込む外なかったのでちみし、現世;のめら 

ゆろ幸福から.若くして病める二の詩人科般 

者を排斥したものは何か。實に彼が病める肉 

體でめった。そして彼が病めみたましひは. 

つひに祈りに® く外なかった。排斥されたも 

の、言葉に"、祈りの心が强く働きかけてゐ 

みのを知ち:ざができろ。

しかし、エスペラントを宗敎ミは考へまい。 

エスベラントの精神は他におみ。——エスペ 

ランHX.つひに排斥されたもの、言・葉でち 

ろ。こ紅がエスペラントの心理であち。この 

心理を他にして、エスペラントの精神は理解 

で3ない。その限りに於て、エスベラントの. 

网際語ざしてひみく採用される機會は、遠い 

•で思はればならぬであらう。

ザメンホフ時代のエスペラント運動に於て 

は・熱情がエスペラント花支へた。そニから 

出た多くの優れた文獻は.今口尙殘存して. 

われらに話しかける。それは.實に排斥され 

了:もの、言・葉である。しかし、大戰後のエス 

ペラント連動に於ては.利益がエスペラント 

も扌旨導した〇そしてInterna Ideoの代りに. 

Praktikoや Oficialigoがおかれた。國際聯 

盟の公用語、商業會議所採用、ラチガの公用 

語•••••・・•等々也高く揭げ出し'T:フ・リバアー派の 

運動がこれを代表する。

しかし・われら（二日本人でめち。歐洲人で 

はない。エスペラントが.歐洲に於てつひに 

排斥芝れた言葉である二ミも.その事實もそ 

の眞實を、深酷に考察すろも妥する。日本の 

エスペラント運勤の原動力は・實に知識階級 

であり、しかもその中心をむすもの任■學生 

である。二の事實仕何も語らか。猛省せよ、 

日本のエスペヲンチスト諾君。

終局に於て、エス乂ラントは排斥され咒も 

の、言葉也出でないでわらうか。エスベラン 

トを知り、エスベラントを書3、或仕話すも 

のがエスベランチストでめろ限り、奴隸し主 

人ご共に、エスペランチストでわり彳&よう。 

エスペランチストは♦また人道主義者て・お 

り.协愛家てあり.宗敎家て・わり.塹術家で 

（以下30頁へつづく j
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Scienca Parolejo

ERETOJ PRI INFANOJ
TACUO JASUDA, Patologia Instituto

en Osaka Medicina Universitato.

Mi ne intencas paroli en ia malmola, seka, sciencema 
maniero. Sed domaĝe, mia parolo eble fariĝos tia seka, 
ĉar mi estas ja sciencisto, medicinisto, kiu okupas sin je 
medicina scicnco・ Tamen mi volas esti kaj resti nur 
amanto de naturo, kiu aperas, cnkorpiĝas en la formo de 
homa korpo・

Por paroli agrablan parolon oni devas sin t rovi en 
.agrabla kaj bona situaci〇. Ekzemple oni sidas en bone 
aranĝata saloneto, kie varma fajro brulas en la kameno, 
oni sidas en tre agrablaj brakseĝoj kaj trinkas unu glason 
•da vino aŭ unu tason da brazila kaf&・ Tra la fenestro 
oni povas vidi k neĝon, disblovita n de la vento, falantan 
<•1la ĉielo al la tero en j^ecetoj, blankaj kiel papilioj. 
Tiam mia penso flugas en la ĉielon, la vortoj eliras cl la 
buŝo kiel kantoj de anĝeloj・ Sed ve ! mi ne estas en tia 
situaci 〇.

Se mia parolo ne estus bona, nek interesa, tio ne kon
cernas al mi, sed nur koncernas al la ĉirkaŭaĵo mia propra.

Nun mi volas priparoli iom pri infanoj rilate al kelkaj 
aferoj・ En pentrajoj de eŭropaj artistoj ni trovas multajn 
tre multajn artaĵojn, kiuj prezentas infanojn・ Mi ne 
bezonas nomi ilin umi post rdia. Ekzemple la Virgulino 
Alario kun la Sankta Infano, Eroso k. s. ; samaj objektoj 
pentritaj de plej multaj artistoj. Sed en nia lando kiom 

-da i)entrajoj de infanoj ni havas ? Ukijoe ne posedas eĉ 
unu artiston, kiu pentris infanojn kiel la temojn de siaj 
pentrajoj・ Ni, japanoj, en tiu tempo ne povoscias pentri 
intinojn kiel ĉefajn personojn de la pentrajoj・ しasante 
sekve la japanan arton tute flanke, ni iom pripensu pri 
la suprediritaj alilandaj artajoj・ For ekzemplo ni prencs 
Eroson・• Kiam ni rigardas la korpon de Eroso, ni ne 
jx)vas ne diri, ke ĝi apartenas al iu novnaskit〇・ La 
proporcio de la membroj de la korpo tute similas al tiu 
de jus naskita infano・ Kiam ni tamen rigardas la vizaĝon, 
kia do estas la impreso ? La vizaĝo de Eroso estas tia,

輿味本位の通俗 

科學講座さいった 

様なものを每號連 

載し了：いざ思って 

ゐましたが本年厲 

ぜひ賓現さI讥い 

ミ思ひまづ本稿花 

その皮切ごして揭 

載致しました。ど 

うか皆樣から面白 

い玉稿を御投稿願 

ひたいビ存じ主 

す。話仕餘り艮く 

なくて萬人に興床 

の多いLのをいた 

ヾ§たいざ思ひま 

す。

〔子供に關する斷 

片;！ーー本稿は昨 

坪の日本エスペラ 

ント大會の二次會 

ざして京都の樂友 

會館の雄辯大會で 

の安田龍夫氏の離 

演の原稿も戴いた 

ものです。

【註】intenc!考 

ふ，企つ。m&Vmcla 

生硬な。dona嘘e遺 

憾にも。sciencisto 

（科）學者。medicino
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魯學。 medicinisto 

協學者。藥はmedi・ 

kamento0 okupi sin 

je〜~に從事す。 

eifkorpigi形體なさ 

ってあらはれる。 

kameno brak?- 

sego肘掛椅子,又 

apog seĝoi も云ふ。 

unu glaso da vino 

コップに一杯の酒。 

brazila kafo ブラシ 

ル珈琲〇 disblovi吹 

き散らす。papilio 

蝶。anĝeloj天使。 

situacio 地位。pen

traĵo 繪畫。adisto 

姿術家。Virg,ufin,〇 

A ario處女マリア〇 

Erosoキュービー 

（のギリシャ名）。

ukijoe 浮世输。!asi 

ion tute flanke 横へ 

放って置く。ne 

povas ne —i----- せ

ざる花得ぬ。oov,- 

naskĵito生れたての 

子供。proporcio 比 

仇。membroj匹肢〇 

simil! 似 る 〇 simio 

12〇 elasta 柔軟。 

pubera aĝo 思春期。 

sekso 性。fenomeno 

現 象 〇 piedfingre

kiun ni vidas ĉe almenaŭ dek- aŭ dekdujara ・・• ne infa叫 

ged jam knabo. La vizaĝo de dekjara knabo kune kun la 
membroj de ĵus naskita infano estas nia laroso. Tio ci 
estas ne tre mirinda, ĉar la vizaĝo de novnaskita infano no 
similas al tiu de homo, sed similas al tiu de simio. Sed la 
membroj de jus naskita infano estas tiel ruĝaj kaj elastaj> 
ĝiaj manoj, brakoj, piedoj estas per si mem altaj artajoj. 
Aliflanke la vizaĝo de infano fariĝas ĉiam pli kaj pli 
saĝaspekta ĝis la pubera aĝo, kiam viro kaj virino diferen- 
ciĝas per seksaj karakterizajcĝ・ Ĉar nenio seksa estis 
permesita eniri en la religian mondon, oni kunmetis tiujn 
du ecojn t・ e・la korpon de infano kaj la vizaĝon de - 
knabo por krei belan, saĝan kaj samtempe religian Eroson.

Tio estas unu flanko, kie arto forgesis la naturan regulon- 
Sed mi devas konfesi, ke ankaŭ ekzistas tute alia flanko» 
Ĉiuj, kiuj havas nur iom da kono en medicino, scias, ke- 
ekzistas la fenorncno, kiun oni nomas la fenomeno de 
'Babi nski, kaj kiu konsistas en la dorsa fleksado de la 

unua piedofingro ĉe la frotado de la piedoplando. Tiu ĉi 
fenomeno ekaperas ĉe iaj malsanoj de centra nervosistemo. 
Sed ĉe infanoj de kvar monatoj aŭ pli junaj, tiu ĉi feno- 
meno ĉiam aperas, nQmc, ĉiu novnaskito montras tiun ĉi 
fenomenon• Nun tre mirinde estas, ke iu pentristo de 
tre malproksima ternpo sciis kaj pentris tiun ĉi lenomenon 
en sia pentrajo de infano, ĉirkaŭprenata en la brakoj de 
sia patrino> Bedaŭrinde mi fergesis lian nonidi, sed li 
vivis kaj mortis en la tago, kiam neniu Babinski estis 
naskitae

Nnu en la dua parto de mia parolo, mi priskribu iom 
pri infanoj en teatraj^. Ankaŭ en tiu ĉi punkto ni trovas 
tute kontraŭan fakton inter eŭrop-amerikaj landoj kaj 
Japanujo. En fremdlandaj teatrajoj infanoj ne ludas tiel 
gravan rolon kiel en nia lando. Ekzemple en la dramo 
de Ibson " Hejmo de Pupo" Nora bavas tri iufanojn, 
kiuj t amen ne estas la ĉefiij personoj de la dramo. En la 
dramo de Wedekin(l 口 Vekigo de Printempo"，kvankam 
la dramaj personoj estas tre junaj, ili jam ne estas infanojn 
Tiu ĉi dramo prezentas al ni la ĝ;>jon kaj suferon de amo- 
inter tre junaj knaboj kaj knabinoj, kio tute ne konvenas 
al infanoj. Laŭ mia malgranda kono de fremdlandaj 
literaturoj mi ne scias eĉ unu faman dramon, kiu pre- 
zentas al ni la teatrajon de infanojn ヽ ..； LI



27

Kontmilo en nia lando ni havas tre multajn dramojn, 
skribitajn eefe por infiinoje Fkzemple Sendaihagi^ Macu- 
oojnaru k. t. p. La ĉefa aktoro, kiu ludas la, rolon do 
infimo, estas ja vera infano, ĉirkaŭ dekjara aŭ eĉ pli juna. 
De kie venis tia kontrasto ?

Oni povas vidi la kaŭzon tra klara 1) En Japanujo 
la filoj kjy bofiloj kaj adoptito)de famaj aktoroj fariĝas 
ofte aktoretoj. Tiiij ĉi infanoj-ak to retoj ludas en la 
komenco tre malgrandan kaj malgravan rolon en la 
teatraĵoj kune kun sia patro propra aŭ adoptinta, sed 
kiam ilia famo pligrandiĝas, la publiko konas ilian 
meriton, kaj fine dramverkistoj mem verkas por ili kon
venajn dramojn, stariginte ilin kiel la ĉefajn personojn 
de la dramoj.

2) La vizita nte)j de tentrgj en antaŭaj jaroj en Japanujo 
konsistis el mute da virinoj kaj plej malmulte da viroj. 
Virinoj, ordinare havas tre simplan animon. Ili ĝojas 
kaj krias pro tre malgrandaj aferoj. Ili sentas instinktan 
amon al siaj estantaj, estintaj aŭ eĉ estontaj infanoj. Ĉar 
teatromastrumado estas ankaŭ afero tute komerca, Ja 
direktoroj de teatroj ne povas ne pripensi, kiaj tre plaĉus 
al la publiko, kiu konsistas plejparte el virinoj. Subite 
venis al ili en la kapon unu bela kaj bona cnt repreno : 
elmeti antaŭ la publiko la suprediritajn a k tore toj n kaj 
plorkriigi ilin sur la scenejo, por amuzi ĉiujn rigardan- 
tinojn> Tiamaniere la direktoro de la teatro eble enspezis 
grandan sumon cla mono. •

En la fino de mia parolo permesu al mi iom paroli 
pri la demando； " Kio estas infano ?リ Tiu ĉi demando 
estas tro malĥicila por respondi. Infano ne estas, nek 
rievas esti malgranda homo. Gi estas nano, nenia infano. 
Infano, mi pensas, estas ja homoフ kiu elkreskinte fariĝos 
grandaĝa homo. Do, infano estas homo de la venonta 
generacio. Jes, tili ĉi frazo rememerigas min •••• la lastan 
})arton de F dramo " La loĝejo de la Nokto de Gorki. 
En tiu ĉi dramo regas de la komenco ĝis la fino nur 
liacs3 de li omoj ・ En la fino oni demandas, a Pro kio ni 
vivas?" Kaj la respondo venis el iu nekonato, u Ni 
vivas pro la venoutu generacio/^ kaj kun tiuj ĉi vortoj 
】“ nekonato foriras, kaj dramo finiĝas.

Ni ja vivas pro la bono de la venonta geucracio. 
Ni propagandu Esperanton pro la bono de F venonta 
generacio. , 厂 r

趾（足の指シo Plando 

雄〔足の裏）。nerv*- 

〇'sistemo「神糸星系。 

teatr'aj?oj 劇。Hej- 

mo de Pupo人形の 

家（二の劇の主人公 

（I Nora）〇 konvenas 

al——にふさII 

しい〇 kontrasto 

照。adoptito 養 了・ 

adoptinta patro 養 

父。"Io役劇。 

dramverkisto 劇作 

家〇 instinkta amo 

本能的愛。teafcA 

mastr7um?ado 劇场; 

經營。direktoro du 

teatro劇場經營者。 

ne povas ne pripensi 

考へざるな得す。 

Plaĉi氣に入る6 

plejparte 大部分・ 

granda sumo da 

mono多人の金額。 

nano 一寸法師。 

grandaĝa成年の。 

venonta generacio 

次の時代c de kom

enco ĝis la fino 始 

めがら終りまで。 

haoso混亂。neこ 

konato見知らわ 

人〇 pro I" bono de 

~〜のために〇
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LINGVO KAJ MUZIKO
(Parolado en Ia novembra kunsido de J. E・ L)

Takaŝi Iba

I^nu tagon en Oktobro nii vizitis Sinjoron Toki-Zenmaro? miun niai- 
novan amikon, kiu loĝas en <Meguro, apud mia domo. Fn tiu tempo unu 
juna sinjoro venis tien, kaj nia parolo estis pri Romazi, pri Esperanto kaj 
pri aliaj diversaj aferoj・ Laŭ la propono de S-ro Toki mi estis petita 
fari paroladon en kunveno cle esperantistoj post kelkaj tagoj. Lti juna 
homo estas S-ro Ŝuzni, komitatano de Japana Esperanto-Instituto. Estis mia 
maltra fo, ke mi faris parolon fanfaronan antaŭ Lona esperantisto.

bli stas ĉiam tre okupita de multaj aferoj, sed la difinitan tagon mi 
Estis libera, do mi tion akceptis. Mi diris al S-ro Ŝuzui, " Se mi havos 
almenaŭ unu semajnon ĝis la tago, mi faros mian paroladon en Esperanto/J 
Tiam mi ne sciis eĉ la alfabeton de Esperanto・ Pro la. cirkonstancoj de 
la Instituto, mia parolado estis prokrastita ĝis la venonta fojo, kaj al mia 
surprizo mi devas Esperante paroli; pro tio mi devis eklerni Esperanton-

ゝIi havis sufiĉe multajn tagojn ĝis hodiaŭ de tiu tago Sed, mi diris al 
nli ke sep estas suficaj por prepari mian paroladon・ しaŭ tiu penso,
mi ne komencis lerni la lingvon ĝis la 10-a—hodiaŭ estas la 17-a tago. 
Mi eklernis en la tago, kiam nia Imperiestro faris manifeston en Sisiiden. 
ヽlia Esperanto estas laŭlitere en sep tagcj farita Esperanto. La kaŭzo, 
kial mi ne lernis Esperanton ĝis nun, estas ke mi kredis, ko ĝi estas tre 
facila lingvo, kaj mi povos ĉiam sukcesi por ellerni ĝin kiam ajn mi tien 
volos ・

La ĝenerala malkompreno devenas de tia penso ke ĝi estas tre facila 
lingvo, kaj tiij oni povas posedi ĝin. Esperanto estas nenioi facila lingvo; 
ne, ĝi cc apartenas al sufiĉe malfacilaj lingvoj・ Sed， per ĝia absolute re
gula strukturo, tiuj, kiuj ellernis diversajn lingvojn, povas facile kompreni 
ĝian principon・ Bezono de ekzercado dum multaj jaroj ankoraŭ ekzistas 
por la lingvo Esperanto・ Al ni, tamen, kiuj estas lernintaj diversajn ling
vojn, Esperanto estas lingvo, kiun ni povas posedi en la plej mallonga 
tempo, kaj paroli kun la plej malmultaj eraroj・

Sed, estas tre mallongaj sep tagoj por prepari unu paroladon en tute ne 
konata lingv〇. Tio estas certe neebla eĉ por mi; tial, hodiaŭ mi havas 
mian manuskripton en mia mano ; estas necese, tamen, ])rovi, kion povos

〔音樂ミ言葉〕二れは最近「B本音樂槪論」 

・の大作な強表せられた伊庭孝氏が昨年十一月 

の學會會話練習會で朗笊された换稿です。同 

氏找本文中にI述ペられてゐる如く僅か七日 

間にabcから始めてこれだけ立派なエス文 

な綴られたさ云ふ事は同氏の才能のしからし 

むち所でめみが又エス語の易しい事も證する 

ものでわる。本文は同氏の原稿中明かに比硕 

む齋數ヶ所も編輯于の手で補筆し7:のみです 

七日間に習得したエス語の見本ざして我々に 

好材料な提供され7:ものであろう。

〔註〕komitat,an,〇 委員，評議員。maltrafo 
間ちがひ。fanfarono大言壯語。tre okupata 
de multaj aferoj色々む仕事でいそがしい〇 

libera 暇の。akceptis 承知し ĵ：o prokrast! 延 

期すあ 〇 mi diris al mi 痢語す・ お。laŭlitere 
語義通り 〇 en sep tagoj farita Esperanto 七日
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/tiri en sep en lernado cle Esperanto t iuj, kiuj jam lernis diversajn
lingvojn. Kiel mi estas ĝoja, pro tio lce bodiaŭ mi havas okazon paroli 
Esperanton kaj samtempe mi fares cl ini materialon por provo de rapida 
ellerno de Esperanto. Tio ĉi estas mia antaŭparolo------tro longa.

Ke la muziko estas lingvo internacia, estas ĝenerale kredate. Sed, en la 
muziko la kanto estas ne ĉiam internacia. Originala teksto nedisigebla dfe 
muziko estas nekomprenebla al eiuj popoloj de lĵ mondo. Por la ĝenerala 
kompreno； traduko estas ĉiam necesa. Sed, traduko de la kanto estas 
rigardata kim alia senco ol ordinara, tio estas, ĝi malpliigas la artecon・ Pri 
traduko de kanto multaj faris diversajn argumentojn. Mi nun ne volas 
tuŝi al tio. Kvankam oni ftiris multajn argumentojn, tamen tute same 
kiel valoro de kantotracluko ne pliiĝas, tiel la neceso de kantotradnko ne 

ltaj rrialfacilajoje 
ceteraj, ni ofte 
vanajn kaj ne-

dramoj kaj en artikoloj・ Sed kantotraduko 
eŭropaj lingvoj tie estas mu 
inter franca kaj angla, kaj 
nialkonvenujn tradukojn, aŭ 

lokoj malfacilaj por traduki. 
de tradukado scias ĉiu, kiu povas traduki.

malpliiĝas.
Ija problemo hodiaŭ ĉe ni restanta estas nek pri la valoro de traduko 

nek pri la neceso de traduko, sed pri tio, kiel, per kia maniero oni tra- 
dukas la kantoi)・ Traduko inter eŭropaj lingvoj estas kredata ĝenerale tre 
facila. Estas tiel en noveloj, 
estas ne tiel1 facilet Ec inter 
Inter itala kaj germana, aŭ 
trovas multajn crartradukojn, 
kompreneblajn enmetaĵojn en

Malfacilecon kaj necesecon
Ĉiu, kiu faras diversajn argumentojn pri traduko, ne posedas lingvojn. 
Kapablaj homoj faras silente konkretajn desperi mentojn. Kiel vi scias； la 
pagintajn jarojn nii tradukis operon po unu en ĉiu mouato・()petQĴ tradu- 
kitaj de mi en japanan lingvon estis disaŭdigihij per radio. Mi aŭdis 
diversajn opiniojn, mallaŭdajn aŭ admirajn pri tiuj. Sed, mi estas certa 
ko neniu estas kapabla fari pli bonaj n tradukojn ol la miajn. Mi kredas 
ko mi faris eĉ en ekstrema ebleco.

Sed, mi ne diras per tio, ke mi estas kontenta je mia ellaboraĵo. Ĉiam 
mi estas malkontenta. Kn la vc)jo de tradukado mi ofte miras, kial mi 
tian neeblan； malinteresan kaj senultilan laboron povas fnri・ Ĉiufoje, kiam 
mi tradukis kanton, mi estis frapita de unu ideo, tio estas, kial ni ne 
(levas traduki ĝin en Esperanto】】. Se ni tradukas Ia kantotekston en Es
peranton, ni povas konservi originalan sencon preskaŭ kiel ĝi estas. 
facileco de tradukado en Esperanton estas ne komparebla eĉ kun traduk j
間速成エスペラント〇 kiam ajn mi tion volos 
いつでも習はうミ欲 い:時は。ĝenerala maf- 
kompreno 一般的誤解（はエス語が平易で直 

ぐ習得できるミ云ふ考へからくる）。Posedi 
lingvon言語隹自由I二操る。mi faros el mi 
materialon por provo de rapida ”•・ 自分自身 

をエス語速成習得の試驗の材料さてる。ar
gumento 論議〇. problemo hodiaŭ ĉe ni rest
anta 我々の手許に殘った問題。elme'ajo挿 

入句。konkreta具象的。dis'aŭd迎I款送する。 

radioラゲオ〇 esti kontenta je ~~に滿足すみ。 

frap'it?a de unu ideo —つの考へにう7:れた〇 

kanto7teksto=teksto de V kanto 歌調。ef pa
rolo 發音する事。alta voĉo高い聲（癇高い 

聲）（laŭta voco は大聲〕。aMiko 技巧。 

bezo收as要する。"bel canto w伊太利語で 

bela kanto の,®:〇
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Mi insistas ke eĉ en Eŭropo oni devas traduki la kanton enen eŭropaj・
Esperanton. .

Lingvo Esperanto havas sufiĉe bonajn sonojn por kantoteksto Gi estas 
tiel aranĝata ke ni povas en konvena leko meti irjn vortojn. Gi estas Ia 
plej necesa afero en kantotradukado・ En kanto elparolo de "A' kaj "〇' 

speciale en alta vcĉo, estas kompare facila ; tial en traduko japana, al alta 
voĉo ni adaptas la vorton de sono ( A; aŭ '〇'. Tia artifiko embarasas 
nin multe. En Esperanto, kies vortoj finiĝas &仏 en "A' aŭ ; tia 
zorgo tute ne bczoniĝas..

Mi on multaj okazoj tTadukas italan kanton en japanan・ Kiel vi scias, 
liugvo itala estas tre koncizega・ Tiuし kiam oni tradukas ĝin en germanan 
aŭ anglan, tre multaj vort<)j bczoniĝas. Multege en japana・ Esperanto 
estas ne nur konciza lingvo sc(l ankaŭ tre simila al itala・ Kanto itala 
estas pli konvena por esti tradukata en Esperanton； • ol en anglan aŭ en 
germanan. Opero en Esperanto povas esti kantata kun tia 'bel ointo' 
stilo kiel en itala. Kial ni ne devas traduki la kanton en Esperanton 
tial, ke Esperanto ne estas japana ?

En lingvo japana unu vorto havas multajn silabojn・ Vi ĉiuj havas 
kompletan kcmprenon pri lingvo japana. Kaj iu el vi estis aŭdinta ope
ron japanan. (-u via kompleta seio de la lingvo donis al vi komprenon 
de la senco de kanto ? Supozu ke vi lernus du jarojn Esperanton, kaj 
ĉeestus Ĉ€ la ludo de opero Esperanta・ Ĉu vi nenion komprenos en la 
opero kiel en opero itala ? Mi kredas ke vi povos kompreni tiom bone en 
la opero Esperanta, kiel en japana・ Tie ne estas nun ia bezono por ar
gunmenti, ni devas fari kaj fiari. La demando, kial ni ne devas Esperante 
kanti, estas per ĉi mem solvata・

Mi bedaŭras, mia j)arolado estas neinteresa, sed tio estas mia donaco al 
vi pro tio, ke iui eklernis Esperanton por paroli antaŭ vi.

24頁.成田重郞氏の「排斥された者の言葉」の絨き 

あり科學者であり.軍人であり・警官でわり 

得るご共に・ま化惡漠も、詐爲若し、僞善者

い犯罪者も、馥置者も、陰謀花事ミヤみ徙 

輩一婦女茁誘拐する曲者いた£エスベラ 

ントな書き・話しさへすれば.エスベランテ 

ストミ名のるも妨げられないでわらう。おf 
それだけでよいか。

iかI.嘯すbミニろ、虎げられ7:みもの、 

言葉がエスベラント'で3〇エスベラントの 

心理は、排斥されたもの、苜葉であいこい 

ふのに盡まあ。この事實は、最早餃ふべく し 

ない。わたく L!X. U本の多くのエベランテ 

フ、卜が、願はくは・この觀點より.ススベラン 

トを考へ直してほしいミ思ふ。そしてその盲 

目むるFanatikismo,或は、偏狹むみ世畀■觀 

から解放され、眞にエスベランチストの名 

にふさはしい愛ざ正義の情神に立ち返って. 

すべてを考へ吹めてほしいの■でわろ。國際的 

精神し.祖國主義精神も、かくして正しく理 

解されちに至らう。

かつてわたくしは太陽をうたっか。そして 

その惜し办むく與ふる惠の光が、弱キしの、 

上に・打化れ踏みつけられ.斥けられ虐げら 

れ沢もの、上に.温かに照ってくれよこ願っ 

た。わたくしは今再び太陽をうたはう。—— 

お、太陽よ、また輝いてくれ、そしてこの世 

界も明るいしのにしてくれ。また昇ってく 

れ.お、太陽・正い、しのゝ上にも、去た正 

Lからざろしの、上にI。

最後に■わたくし任・死せるもの、ために. 

祈るざ共に.生れるもの卜ためにもま了:祈ら 

う〇
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學會事

勢餘談
Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

明けましてお口出度うございま 

す。採本年任學會創立から足掛十一 

邮Hに當り本誌は第十年目む迎へま 

した。回顧しますれば十年前の學會 

さ今の學會ざII實に冀泥の相違で 

す。創立當時は事務所さしては去ろ

12月9日迄住んでゐた所さちっこも變りませ 

んが實際は小坂先生の御宅の二階花無代で間 

借りしてゐた食客にすぎなかったのですがー 

咋々年九月力•らは獨力で事務所を持つ梯にな 

り更に去12月9日からはさにかく二階建の木 

世の洋館に陣芒・って四脚のテーブルミ數箇の 

本箱生立をそなへ四方にサラス戶がめりー間 

輛の飾窓までそむへ丫:立派な事務室を階下に 

有し・階土に任會合用及講習會用さして3疊・ 

4.5楼.4桂の三問〔之は襖も外して一絡に使 

用て•きる）む備へ別に4變の圖書室も右・すち 

事になった。圖書室には皆樣の御存じの梯に 

エスベラント截書數に於て東洋第一の學會の 

Bibliotekoもそなへてある。これを一昔前の 

學會芒くらべて雲泥の相違ご云ふに敢之て不 

思議はない。（本誌第一貞寫浪御覽下さい） 

事務所がかく整備しむが事務員がむいのが 

玉に遠だがその事務員をやざへるだけの實力 

みー年も早く作りたいざ思ふ。

從來學會の樣子その他については却って手 

罰味哺の感じもしたしするので誌上で發表す 

ゐ樣な事がなかつ尖が會員請君ミの親しみな 

增すために打明け話しむすみのがよいざの御 

忠言に從ひ本年度から本制を設けて皆樣に內 

输の御話も申上げる事にIました。 

★本月は最初ですからまづ學會の事務員たる 

評議員其他の本年度事務分擔表も次に發表し 

女立岩氏提案の斯聞廣告の件（文賛成 

致しかります。左の理由によりて

11111111111illllllll111112 

會員! 

の聲! 
UllllllllllllllllllllllE

1） わの程度の廣告で（1殆ご何等の

効果がないだらうざ思仁口ます。

2） 本來靳聞慣告の經賈は流通資本

によりて行はれ、それは碇實に回收を豫定 

し^〇二ざによりて行（Iれるのが原則です 

から、徐め損失も覺悟の廣告なごは二の原 

則に反してゐる。そしてかくの如き廣告を 

相當に効果わる程度まて・行ふ二ミJ不可能 

さ思ひます。

3） 新聞廣告は要するに您利業者のやら仕事 

です學會が資金も得るために營利的事業を 

行ふ:!ざ仕■大いに歡迎すべきi二さです\ 

孚會がその出版を大量生産的に大規模に行 

三石五六。宋禹憲 

三石五六。・宋禹憲 

岡本好次。小坂狷ニ沖 

守隨一城戶崎益敏茶

て皆様の御高覽にしま供す。

Q庶務部

2） 會計部

3） 編輯部

松本淸彥

平岡昇伊藤己酉三， •・、、、・

4） 敎育部小坂狷二。松本淸彥。中垣皮兒 

郞田邊治夫浦良治

5） 阈際部守隨 。小坂猾ニ決保坂成之 

井上萬壽藏越田重五郞

6） 地方部 城戶崎益敏。岡本好次幕 大井 

學％徳田六郞氓三宅ひさの关（婦人部）

7） 企劃部 徳田六郞。美野IH琢磨 斯波停 

吉堀ぽ道鈴木正夫三宅ひさの畠田 

光輝 桜本潔 小林東二 安黑オー郞

S）出版部大井學。岡本好次沃

9）圖書部 大島義夫。伊廐己西三*檜山賓

•福富'義雄多木燐太郞

無任所（病中につき）

細田文夫江上武夫

（〇卬は常任・印仕兼任）

★;れだけの人がそみってゐて全能力も發揮 

すれば實に偉人な仕事ができる筈ですが誰t 
まづバンのための職務に（學生“本分の勉强 

に）土?任れてゐZ» しのばかりである炉ら本當 

に全時間を學會の事務のために費す事は不可 

能である。それで事務が渋滯する時が多い。

基金が五萬曲にむって一口も早く有給事砂 

員がおける樣になってほしいものです。

★來月也から拄本關で各方面の仕事の模様を 

おしらせして皆さんの御了解ざ御同情をわほ 

ざたいざ思ってゐます。

はない以上は資金も多く耍する數务 

廣告は經費倒れにむる!さは明かで 

す。

勿論エス書籍もいつか犬星生産も 

行へ得る時代が來ませうが、その時 

代が來れけ・學會の如き團髓以外の

營利業者が新開廣告なごはやって吳れるさ 

思ひます。かくの如き時代を到來せしめる 

のが我々の任務でわら二ざは云ふまでもな 

いここです。 （長野森泉猛）

★エスペラントやさしい證み■物仁全く輿味津 

々ごして盡きざる內に知らず知らず語法を憶 

えさす最らよい本であるミ思ひまし7:。二の 

やうな府の二らないそして憶龙やすくエスペ 

ラントに習熟させ規まぜる本もそして携帶至 

便であるものな澤山製へて下さい。エスペラ 



ンチスト殊に直接良師に接すみ專を得ない地 

カエスペラント同志にざって任何/りの必要 

の事さ思はれます。

每D證んでゐるレゲー亦•オリエンタの內 

容（I他のエスベラント雜誌から見て流石堂々 

いものです。慾目には〇）もつざ表紙もお 

つく藝術的に美しくマるニざG）寫眞（色刷 

い や繪を曹!富にして雜誌に對し讓者がIつ 

过親Lみも增I愉快に接する樣にしたい事。 

（3）時折パンフレットをつけ乂振替用紙“每 

月つける事（ニれ厲會員をましエスベラント 

を瞽及する上に非常に大切な事でせう）。二 

れなおよみ下さいまして採用して下さいまし 

たら私の喜び之に過ぎるtのがありません。 

妄言多謝 （茨城高城健二）

★出版部より——やさしい讀み物は內容が實 

によいのですが學會の最し早期の出版物であ 

るし當時印刷所が大變專斷でこちらの註文ざ 

（［全然ちがった紙質や表紙をさらんで作られ 

f: tのですので御覽の樣に養弱ですが澤山甲 

刷い:ので今もって賣きれないのでもミのま 

\です。最近學會出版の對譯叢書は携帶にも 

至便であり內容匕優れてゐて大變よいざ思ひ 

ますからこの方も十分御勉强に御利用の程 

を〇

★編輯部より ——（1）表紙はや、よくむった 

つもりです。（2）寫眞や繪む多くしたいので 

すが毎月一册宛二十踐の倉實では我用の點で 

不可能ですけー册三十錢位になれば多少よい 

でぜうが會費の値上“やりたくわりまぜんか 

ら。二の點十分御了解ね。（3）パンフレット 

はつけア:いざ思ひますが同樣費用の鮎で難問 

です。（4）振替用紙は每月そへたいですがや 

uり費用ミ發送の時の手數こで時たましかで 

きないでゐます。ニれらの笊點について找な 

るべく貴意に副ひ得る樣努力いたしませう。

!編輯.
■■

!後記 
..■■
s111111111111111111mni

★めけましてお目出度う。本年はや 

っこ年內に正月號がだせて何/りよ 

み二rrしい事です。每年每年希望し 

ながら仲々思ふ通りににならなくて 

「今年は今年は4て暮れにけり」の感 

しましたが今年“久し振りに

®っくりした氣分で正月がたのしめます。そ 

れで・正月早々二月畿の編輯でやはり年中暇 

むしです。雜誌L每月每月ですから仲々骨で 

す。發送をおはるざ年頃の娘ん嫁入らせた親 

の榛な愉快な氣分になりますがもう次の雜誌 

の編輯の心配です。

★な年度の表紙戊帝大農科生江上武夫君の考 

案になるものて•綠し7ハちaleojを以てnia 
rankta vojo卽ち我エス運動の步む道な示L 
f： t ので遙か向ふに nia celo t： i verda stelo 
が燦然ミ輝いてゐます。しかし過去の耗驗に 

てらしてそ:へむかふ我々の道は平々坦々た 

るー/道でになかった。實に我をの運動には 

ー上一下或る時は高く昇天の勢をあらはし或 

時は奈落に墜落すろかご危まち、ほヾ下降す 

あご云ふ波瀾にこん仁Lのでおつ讥。だから 

二の verda vojo （I jen supreniras, jen ma:・ 

mprenirasな》示してゐるのだそうで 

す。このdesegnoは江上君の草案4 
大橋介二郞君が淨書して下さったの 

も寫眞凸版ざして二Iらへあげたt 
のです〇 Revuo Orientaの文字（よ宋 

禹盥君のIのです。猶表紙裏及本文

第一頁の飾繪CT）（ヱや仕り大橋君の御執筆に 

なろしのです。ニゝに書して三君の御好意に 

滿腔の感謝の意を表明致します。因みに江上 

君は版畫がお得意で帝展に出品される程の意 

氣込です。猶大橋君（二口本畫がお得意です。 

兩君ミも餘技ざしての御硏究ですが二の方面 

への御進出を祈ります。-'u「〔・ 

本月號は我エス語畀の新進の人々ご一騎常 

千の老雄が轡をならべてplumojなふらはれ 

了:もので賓に百花缭亂の趣がありますが尙紙 

面の都合で來月號へま（iliしたのが澤山め 

ります。例年にない編輯馳のこの盛況で（文本 

年は每月毎にfreŝaj interesaj artikolojをウ 

ンご皆様にお目にかける事がで比ようこ編輯 

部一同よろこんでゐます。次就になにがでち 

か言はわが花さ存じます。

學會事務所は下記へ轉居致し去した

（但し一番地ちがふだけです）.. 

牛込區新小川町三の十五

財團法人口本エスペラント學會



第三篇
（目下植字中）

通 譯第
（目下植宇中）

隸離歸歡日本エスペラント學會噩蛊息橐

續々刊行の運びなれる日本エスベラント學會編輯部監修の 

エスペラント對譯詳註叢書 

第一篇マテオ•ファルコネ 

メリメ原作 三五版・本文64頁 定價35錢 
人鳥義夫氏譯註 印刷鮮明・表紙僅美 送料2錢

「カルメン」の作者ざLて令名高き大文豪メリメの傑作。コルシカ鳥の一角に灌木の 

おひしげったマキーソが澤山める。マキーソ“殺人强盜聲の兇狀扌Sの避難所である〇 

あらHマキーソもで、町へ買物にいった歸り憲兵に迫跡5れた一惡漢を裏切った一人 

息fいルシカ岛人の正義の名の下に銃段する父マテ古・ファルコネの苫衷を描寫し 

7:もの。

第二篇ハイネ詩集
椎 橋好氏Iもせ三五版・本文74頁定13 40«
城戶崎 益敏氏d譯誌 印刷美麗•表紙優美 送料2錢

ノ、イネは伏界的大詩人で早くより我國にI紹介せられ我詩塩にI大なみ影響花及ぼ 

い:事は賢莒も耍せかい。その感悄の僅美にして熱情めり、その詩形の氏衆的むる總 

ての人々の心む惹きつけずにはおれない。殊にめの熟烈めの如き怨愛詩に於ては世界 

獨歩の觀がめ“ 本書はElektitaj roemoj, Libro de Kantoj其他の書に散在する彼 

のエス譯約四十篇を集め之に流就なる邦譯、懇切なも註む施したもの。

法 使
ザイデル原作 
佐々城佑氏睜註

SS逸文豪ザイデルの「墟邊物語I中の一篇なり。Vインケルブル匕の町にすむS・ro 
Zuckermahn二そは砂を變じて金銀寶石却自在に作ろ壁法使で力り、彼を嘲った子供 

の舌は一日中用ねむさなくなるミ晦さみ\。その手に捕へられたウェンデリンミよぶ 

少年をめぐって描きだされる彼の奇々怪々なるsorĉista vivoさ少年も救はんさする小 

島鵲の義俠もまがいたiの。構想の奇さ行文の流麗ミー覆卷をおく能はざらしむ。

代理
ペルナーた匪作 

亀山修平氏評註

英京倫敦から手に手か携へて花の巴里へ崩落した戀人二人。その娘なミりもごさん 

ミ兩人の後をおって巴里へかけつけた父親。兩方ミも同じホテルへ投宿。其ホテルの 

英語の通澤者が所要の7:めよこし了:代理が英語をちつミも知らないのでフランス語の 

わかられ）父親壬の問答がすこぶら出鰐目で.そ二に起ち樣々の葛雁紛糾。一幕九場の 

喜劇でおお。

爲



★矣齋洋書直輸入開始

在來洋書は他書店愉入のものを取次販賣してゐまし佗が會員か 

らの熱か心な御勸誘により愈々本學會が大々的に直接愉入販賣 

するこざに致しまし仁。大いに御利用下いさ。

（•士ミ.一寶價は外國為替の變勵により多少變化します。ゝ 
I注蕙•目ト着荷のもの“次の戏價にて竟ります。丿

1 脅 180
6

★La Rabistoj
0
4

8

D-ro Trivatの流麗な筆にならザメンホフ 

致Vivo de Zamenhof 博士傅。エスペラント主義の舉典さ1云ふ 
（英國版上劉） べらもの。エスペヲンチスト反覆必讀の裤

ザメンホフ博土の譯著書:——
獨文豪シルレルの劇cザ博士晚年老熟の譯輩。深刻な 

思想芒人生の葛藤

a Tq haペ"“e 饌文豪ゴーゴリのも劇。譯筆輕妙。必に喜別中の白★La Revizoro 眉。一锻抱腹絕倒

亠”ゲーテの傑作。ギリシャ神話に魁材むさっ iferlfigenio en Taundo讥劇。第四回萬國大會で上演

亠Hemĥ仆『本書出でゝ眞のシェクスピアが伏界に紹介され得た』も 
^UŬBllĉLO Review of Reviews主幹を讚吭せL み 丁:ハムレット劇

亠心 ;5S詩人ハイネ作小說cなほ'山on】 Alejfien 
★Rabeno de Baharan の作"Gimnaziano —篇ね附す。悲慘な 

みへプライ人の迫害生活な敍す

«Goerge Dandin世界的喜劇作者佛のモリエール原作。貧乏貴族根 mgeorgo uanain生过金持百性心理さの配刪

★Andersen, Fabeloj I
★ m m n

Proverbaro Esperanta

價
料
價
料
價
料
價
料 

定
送
定
送
定
送
定
送

おな甘みの丁抹アンデルせソのお伽噺全 
集（第三卷（よ未刊）第一卷

同 上 第二卷

諺は各國の俚文學。我がエスペラント國 
人の諺は世界の粹を輯めて更生してゐち

P penon dni ザ博士自らがむIた語學上の質艇應答。高★Lingvaj Kesponaoj等文典さも云ふべき研究者の必携書

^rAlHnnn川la Bno Tihrn 所黑第二書の附錄、寫眞凸版にて複製 
灵Aldono aiia uua liibroせみもの。Historaĵoきして必携の誉

價
料 

價
料 

價
料
價
料
價
料 

價
料 

價
料 

定
送 

定
送
定
送
定
送
定
送お

送
定
送

5
4

5

5
 4

0
4
 0
4

8
 

7

0
4
 
5
2

7
 

厂
Z

★Makbeto翁彖炭鶴烈を絃も轟“。一口 "曲.

★Venecia Komercisto 人肉賣買“…•沙翕劇『ヴチニスの商人』。譯 

者（エ Akademiano の"VVacknll

★Faraono 時は地も燃®ち古代埃及・ファラ*（埃及王）の悪I燃龙 
立つ。譯は有名なKabe博士。三卷630貞

★Laŭroj 且て文藝雜誌しa Revuo.の懸賞募集に嘗選したみ名篇な輯む。 
エスベラント原作文蹩先驅

價

料

價

料

料

價

料 

定
送
定
送
莎
送
定
送

ブルガリヤエス運勒の裏面史興

^Rememoroj de Esperantisto 黯尙蠶訪瞬翹ぎ
E】、..... ...................................割引送料當方持ち .

★El la intima ロが〇 隣虧竄备'"ヤエスベランチスト諸家

★Luno de Izurael 改适社の世界大衆文藝にL名も列ぜられt：Hag< 
gard の作。3（1 Pay?on e Butler 合作

402
 

厂 2

506
 

價
料
價
料
價
料 

定
送
定
送
定
送

〔次頁へつ£く〕



★Mirinda Amo希蹩翳簇希して知られたみ"耐氏の代表 

★Elektitaj Noveloj 瞬文袞ツルゲーネフの散文詩其他三篇を收む 

★Nuntempaj Rakontoj 咒髡み濫严"知れい" 

«Tri Novoloi讓詩△プー？もての少説三篇も收む。譯者はティフリ
^iri氏°Ve丄OJスの古い同志Figer氏

★Millidge: Esp-English Dictionary 豊奧騒墓字典。ク 

^Edinburgh Poeket Dictionary 麴針蠢競奢:琵 

^Oficiala Klasika Libroな鬻韵:卩殳着1黔怨de斑 

滑稽エス文原作家ざして名聲世界にまく

★Verdkata Testampntn ^avmond Schwarz の滑磁詩數十篇をveranaia丄esLamcnioあめったもの。全篇悉く頤を解く程の 

IJunioraj Poemoj はかり

★Evangelio de la Hero社會運動方面の讀み物C送料8册迄二錢）

盼學倉新刊書出來せ必

★ハイネ詩集（謬色甯澱）i專
热怙詩人ハイネの心火燃ゆらが如き•戀愛詩や抒情詩數十篇を對譯詳註せるもの

★エスペラシト講座a I

008
4
4

704

704

50
18
902
 

價
料
價
料
價
料
價
料
價
送
價
料
價
料

留

足
送
定
送
定
送
定
送
足
書
定
送
定
送

價
料 

定
送

5
 4

3

I 1 ・叨

呀

依ア本月中完成のもので瓜

文例を主さした

エスペラント單語カード懐可Ŝ）
單•語の本當の意義ご用法を把握するに任カードに限ゐ。本カードは蒔に文例を多 

くい:故初等者のみならず中等高等程度の人々にミっても好伴侣。詳細び次跛に 

魔法使（S1FS） ・代理通譯（翳畫）

1 50 
未定

取.次 書（日本で刊行の）
仙送錢

吠ザ 博士演:脫 集（エス文） 0.80 4錢

★我 
・語

國に 

RO @
お 
过
けZ 
エス

外國
•語 ，

.0.60 4錢

★かK語エス小辭典 （三高） 1.00 4錢

★力 だ ロ （四方堂版）’ 0.20 2錢

★海 の 娘 1.20 4錢

女心 の 片 隅 0.50 2銭

★詩 集 花 束 0.80 4錢

平綠 の星 に 憧 れて 1.20 8錢

・夜
★（ザ

の空の星の如

•博士演說集の和i
く 
列

圓 
〇-80

料送
6踐

★新 掘 王 （エス:文） 0.30 2錢

★惡 •夢・ C 〃 :) 0.20 2錢

★模 ¢5 エ.•ス 會 話 13U切

★愛 の人ザメ ン・ フ 1.00 4錢

纓・英•仔曲 さ辭 書 1.00 6錢

碓成蔦エス氏新智4.8018錢

隸粘紀歡日本エスペラント學會 東蛊鸥5屠



謹

賀

新

年

昭
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本
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書
 

右
二
書
も
合
せ
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特
價
五
十
线
で
賣
り
ま
す
。

す
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一
本
を
座
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必
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隔
月
績
行
啓
學
エ
ス
雜
誌
菊
版
ア
—
ト
紙
數
十
頁 

年
額
二
1111

三

十

錢(

送
料
共) 

以
上m

方
共
註
文
中
込
(X

東
京
市
本
郷
顒
帝
國
大
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解
剖
學
敎
室
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(

振
替
口
座
東
京
七
五
五
二
五
番)

=新 着

Ed. Privati Historio de Esperanto> 2 册 

....................   5.10 .08
Ed・ Pri vat: Vivo de Zamenhof. (JE 逸版) 

................................................................1.50 .04
P・ Christaller : Dcutschc-Esperanto \V6rter- 

buch. ..........................  7.20 ・0S
Khodes: English Esperanto Dictionarv.

................................................. 2.70 .14

ROMANOJ KAJ NOVELOJ ：-
II. A. Lnjrken Pro Iŝtar. ................ 4.20 .08
J[. A. Luyken : Stranga Heredaĵo. 3.30 .08 
J. Forge : Saltego trans jarmiloj ••- 3.00 .CG 
Marbel Wagnalls: Palaco de Danĝero.

..................................................... ・・・・・・3.6〇, C4
P. Bennemann : Tra la Mondo.(1)0.95 .04
P. Bennemann : Tra la Mondo. (2)1.35 .04
La Vendreda Klubo........................... 1.40 .04
Aŭstralio ; Lando kaj popolo. .......  1.20 .04

案 內

Internacia Kantaro. Tekstaro. ........ 0.40 .02"
Kantareto.............................................. 0.05 .02
Madach : Tragedio de L' Homo. ••• 3.20 .12
I. Malfellĉalo : Sep Rakontoj. ....... 0.60 .04
Balzac: Vendetta. Novelo. ............ 0.90 .04
Ed. Pri vat: Du Paroladoj................. 0.15 .02
u Verdaj Fajreroj ” ............................. 0.25 .02
P. Good: Higieno kaj Moralo........  0.20 .Q2
D. Rothau: Du Rakontoj................. 0.30 .02
Puŝkin : 3Iocart koj Saljero. ............ 0.10 .02

INTERNACIA MONDL1TFRATULO ：-
Puŝkin: Tri Novelojn........................ . 0.75 .04
Geo the: Hermano kaj Dorotco. … 0.75 .04
A. Niemojewski: Legendoj- ...........  0.75 .04
Turgenev : Elektitaj Noveloj. .......  0.75 .〇4
E. A. Poe: Ses Noveloj..................... 0.75 .〇4
Sienkwicz : Noveloj.............................  0.75 .04

Internacia Kantaro. Musika Eid.•-1.35 .04 D. Shimunovic : Ano de L' Ringludo. 0.75 .04：

英喝佛書籍直輸入 四 方 堂辭犧蠶盖裂



圏塁殳日本エスペラント學會發行圖書其他三I

エスペラント捷徑 

エスペラント講座 

新撰エス和辭典 

エスペラン 卜講習用書

晟新最良の躅習 
需本書一册を讀 
破すれば人丈夫 

外國語な全然知 
らぬ人に平易に 

說明1r：ra習脊 

語數一萬五千餘 
譯語正暉•索出 
壬便・新胡驶富 

文法敎科«ea 
本こなか门仁ら

養っ

1.0〇・

約!6)

0501
4/

〇?2）

スペラ

スペラ

ト短期講習書

ント讀本

卜中等讀本

大きな活字で耍 
領よく編輯した

揷遵入程度低く 
小中學生にも適

興味深3讀み物 
數I・篇な收む

0.351
2(

1 
02 U

2

。朗

。那

スペラ ト發音研究

エスペラ 卜文法ミ小辭典

エスペラン 卜やさしい讀み物

マテき・ファルコネ（紆呼叫）

イネ詩集儡譯彗喘）
骨

エス語發音上の 
疑問な氷解す

盲人用痢習書抵
字引

笑話22嵩な對謹 
詳註し與味低濫 

「カルメソ」の作 
舌メリメり名福 
か對譯詳註す

ノ、イネの戀愛詩 
抒情詩數篇

0 301
4/

1.001 
6/

0.101 
2/

0.351
21

也P（^m雨雀氏戯曲ゝ ibt I三篇のエス譯ノ 

塔径目峻嘩）

0.401
21

0.401
2 /

0151 
2/

ェ ン

ェ
ェ
ェ

倫

スペ ラ

ン

の 舞

敦

★エスペラント宜傳の

ガキ（四枚一組三色刷價廿錢送料二錢）（エス文說阴付） 

各一個の價送料共三十綫

_ 菜 】（議習會順布用）

無代!百枚以下無料（但送，料卅枚每に4錢）百枚以上百代每に賓費送料共備踐にて 

進呈! ★エスベラント宜傳の【チラシビラ】（街上展發?等で配布すべきもの）

I三百枚以下無料（但送料百枚每に2錢）三百枚以上口百枚每實費送料典］（、錢 

★日本風景風俗工ノ、 

丄M E * !屮俺（安全ビン止）乙極（背嫌川〉 マ叩ソ頂— ."
★綠显章 丙桶（安全ビソ」出製ノTfC背廣用待製）各一個五十线迭料え錢

. 〔カフスポタン一揃（箱入） 一闻二十錢送料六錢

亠好 昙i祐［紙丫十枚送料ゝ牛紙人原紙幽啲締色刷左角四分の一任白地に綠の星・
K标至哄［製］ゝ共十五踐丿殘四分のニは綠の地にエスペヲントご白く拔ヽたるもの

隸は歸歡日本エスベラント學會Sx?11&1



LA REVLO ORIENTA——Monata Organo de JAPANA ESPERANTO INSTITUTO,
fll-15, Sinrogaŭamaĉiy Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis. frankoj.

找ISに於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關

凱 I本エスペラント學
ミ
・
ト
更
ね.
評
超

«京市牛込區新小川町二の十五】【振替口座東911325 »]

♦すべての運動は人衆の協力に俟仁n戊ならぬ。今やエスペラント番及運動！ist多 
衆の協力を必®!べする時だ。各地同志の大同團結炉必要仁。個々人の叫び“個々人の 

叫ぴにすぎむい。大衆の叫ひ•（工輿論の喚起だ°組織い仁協カニそ眞の力だ。

・エスベラントぶ愛すろ1の（1誰しい卸入會下さい。（會貝は法規上維持員ごよぶ）

目

事 業

會

的エスペラントの普及.研究.實用

エスペラントに關すろ各種の硏究調査及其我表 
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